
区 店舗名 店舗住所 店舗℡

㈱丸太池田商店 中央区大通西17丁目1 011-631-1245

円山青果店 中央区北1条西24丁目3-2 011-621-9582

やき鳥専門店串鳥時計台通店 中央区北2条西2丁目38 011-221-2989

串鳥のワイン酒場TANTO 中央区北3条西2丁目1-27　アストリア札幌ビル1F 011-251-7410

やき鳥専門店串鳥札幌駅前店 中央区北4条西2丁目　札幌ＴＲビル2F 011-233-2989

長谷川青果 中央区北5条西24丁目3-13 011-621-9823

小松水産イオン桑園店 中央区北8条西14丁目28 011-796-4277

㈱岩本林蔵商店 中央区北11条西21丁目 011-631-0244

㈱共栄水産第一市場店 中央区北11条西21丁目 011-621-2515

㈲丸三樋口商店 中央区北11条西21丁目2-5 011-621-2017

㈲丸藤藤本青果 中央区北11条西21丁目場外市場 011-641-9912

ニューマート・モリ 中央区北11条西21丁目場外市場 011-614-2583

長谷川青果 中央区北11条西22丁目北町プラザ（場外市場） 011-622-8879

㈱マルサン三上商店 中央区北12条西20丁目1-2 011-623-5688

㈲さわいでシーウィッド市場支店 中央区北12条西20丁目　さっぽろ朝市内 011-644-2684

㈲丸本一本間水産 中央区北12条西20丁目1-20　さっぽろ朝市内 011-621-2845

㈱やまき木村さっぽろ朝市店 中央区北12条西20丁目1-20 011-643-2888

㈱共栄水産札中センター店 中央区北12条西23丁目 011-621-3640

㈱福岡水産　札中卸センター店 中央区北12条西23丁目　札中卸センター内 011-621-1188

丸崎篠崎商店　札中卸センター店 中央区北12条西23丁目 011-611-1970

フレッシュファクトリー本店 中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーレンガ館1F 011-232-1808

㈱岩瀬谷商店 中央区南1条西13丁目　堀川ビル1F 011-251-6855

フレッシュファクトリー円山店 中央区南1条西27丁目1-1　マルヤマクラス1F 011-676-7781

㈲サン・フルーツ 中央区南2条西3丁目 011-221-6827

やき鳥専門店串鳥南2条店 中央区南2条西5丁目メゾン本府1Ｆ 011-222-1231

串鳥番外地すすきの店 中央区南4条西3丁目1-2　N・PLACEビル地下1F 011-531-1818

回転寿し魚一心 中央区南4条西4丁目　ススキノラフィラB2F 011-518-7177

串焼き専門店串鳥番外地東急プラザ店 中央区南4条西5丁目1　東急プラザ1F 011-513-1717

珍味センター佐々木水産 中央区南6条西6丁目2-8 011-521-0715

㈱中川青果店 中央区南6条西4丁目5 011-511-1444

㈱なんまる本店 中央区南6条西22丁目3-37 011-561-3841

丸正食品　南7条店 中央区南7条西8丁目1032 011-511-0480

㈱丸光庄司善光商店 中央区南11条西17丁目2-26 011-561-3551

喜久一本店 中央区南13条西8丁目1-20 011-521-0143

フーヅセンターやまもと 中央区南17条西15丁目1-1 011-561-5721

マカリイズマーケット 中央区南18条西16丁目2-20　Gufo伏見1Ｆ 011-212-1421

ベンリー 中央区南21条西9丁目2-6 011-521-1496

㈱能登水産 中央区南3条東1丁目　二条魚町 011-241-4436

㈱丸本 本間鮮魚店 中央区南3条東1丁目　二条魚町 011-241-9387

㈱宮田商店 中央区南3条東1丁目8　二条魚町 011-221-4937

㈱兼ト堺本商店 中央区南3条東2丁目　二条魚町 011-241-2424

㈱池田商店 中央区南3条東2丁目　二条魚町 011-251-7749

野菜の多一屋　竹田青果店　竹田 中央区宮の森1条1丁目1-13 011-621-6577

フーズバラエティすぎはら 中央区宮の森1条9丁目3-13 011-642-7937

ぱんぷきん 中央区宮の森2条10丁目1-27　グレイス宮の森1F 011-631-4984

やき鳥専門店串鳥札幌駅北口店 北区北7条西4丁目8-3　北口ヨシヤビル 011-758-2989

アップル20 北区北20条西5丁目2-1 011-736-8231

庄司商店　北24条店 北区北23条西5丁目 011-716-4418

サンQ青果 北区北23条西5丁目　中央市場 011-727-3923

㈱河田商店 北区北24条西4丁目1-1 011-716-1301

㈱ヤマショウ瀬戸商店 北区北25条西5丁目3-20 011-756-4372

㈲山田水産 北区北25条西5丁目1-18 011-736-2878

丸正食品　北34条店 北区北33条西4丁目北34条ターミナルビルB1F 011-757-0480

まつや 北区北39条西6丁目 011-716-0056

湯浅青果 北区新琴似3条3丁目1-30 011-765-7023

㈲サカイ水産 北区新琴似8条8丁目2-4 011-763-3002

とまとハウス 北区新琴似8条8丁目2-4 011-769-4333

佐々木青果店 北区屯田4条7丁目9-1 011-772-0477

回転寿し一心　あいの里店 北区あいの里1条5丁目　東光ストアあいの里店1F 011-778-0919

やき鳥専門店串鳥麻生駅前店 北区麻生町4丁目12-6 011-717-2989

和田青果 北区篠路2条2丁目1-21 011-771-1074

マルコストアー　本店 北区篠路2条5丁目10-1 011-771-2428

馬渕商店 北区篠路6条1丁目4-12 011-772-1363

マルコストアー　篠路8条店 北区篠路8条3丁目5-19 011-776-2830

ひまわり市場 北区拓北6条3丁目2-2 011-776-7175
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㈲ヤマサ斉藤青果店 東区北12条東7丁目 011-711-2941

㈱山吉商店 東区北12条東7丁目1-15　ショッピングセンター光星 011-711-4711

Shop　べん 東区北14条東14丁目5-1　コーポ秋山1Ｆ 011-792-0049

マルユウマート 東区北19条東21丁目2-3-101 011-782-0567

やき鳥専門店串鳥元町駅前店 東区北24条東15丁目1　飯法師ビル1F 011-722-5555

回転寿し魚一心 東区北31条東15丁目　イオン元町3F 011-712-7177

小西青果店 東区北39条東7丁目1-15　7丁目ビル 011-752-9149

三田商店 東区北41条東15丁目2-12　トウダビル 011-751-1174

食品スーパーマルコ　東苗穂店 東区東苗穂9条2丁目14-26 011-791-7035

㈱西村商店 東区苗穂町4丁目1-5 011-711-5822

㈱札幌カネキ南波商店 東区伏古3条4丁目1-1 011-783-6919

きせつや 東区伏古5条4丁目1-2 011-786-6990

丸正食品　本町店 東区本町2条8丁目3-1 011-781-4351

さかな家 白石区栄通9丁目4-7 011-852-5789

㈲ショッパーズマルヤ白石店とっぷす 白石区栄通15丁目15-25 011-836-3555

やき鳥専門店串鳥栄通店 白石区栄通19丁目11-1 011-856-1611

㈱フカザワ 白石区本郷通4丁目北7-15　本郷市場 011-864-0039

本間青果店 白石区北郷2条12丁目4-14　園部ビル1F 011-875-8733

㈲丸一菅原商店 白石区東米里2194 011-871-0585

小松水産森林公園店 厚別区厚別北2条5丁目1-7 011-891-3277

居酒屋吉里吉里 厚別区厚別北2条5丁目1-7 011-896-8700

まほろば厚別店 厚別区厚別中央1条3丁目1-23 011-894-5551

やき鳥専門店串鳥新さっぽろ店 厚別区厚別中央2条5丁目2-10 011-896-2989

マルサ佐藤青果 厚別区厚別中央2条5丁目6 011-891-3060

小松水産カテプリ新さっぽろ店 厚別区厚別中央2条5丁目7 011-892-1310

小林農園やさい直売所 厚別区厚別東2条1丁目3-9 011-898-0212

ヤマキ青果 厚別区厚別西3条5丁目1-33　まるまる市場 011-891-3663

サンウェル月寒店 豊平区月寒東3条4丁目2-6 011-876-0676

㈲あじ菜店ひまわり 豊平区福住2条7丁目2-10 011-851-4551

椿原青果店 豊平区中の島2条10丁目1-23　さつき市場内 011-823-6713

魚元安田鮮魚店 豊平区西岡4条9丁目1-26 011-852-5682

田嶋商店 豊平区平岸2条13丁目　ショッピング平岸 011-823-5635

やき鳥専門店串鳥平岸駅前店 豊平区平岸2条8丁目4-9 011-841-1868

愛菜果ゆあさ 豊平区平岸3条3丁目1-30 011-842-6333

㈱東部商事 清田区清田1条2丁目2-37 011-881-4576

回転寿し一心　真栄店 清田区真栄4条2丁目　東光ストア真栄店2F 011-886-3188

ショッピングヤマガタ 清田区平岡6条4丁目1-11 011-883-2950

東鱗水産平岡店 清田区平岡7条2丁目　東光ストア平岡店内 011-885-3422

㈲マル二堀川商店 南区南34条西10丁目4-1 011-581-1261

㈲古郡商店 南区石山東3丁目1-12 011-591-8756

オレンジハウス 南区川沿12条1丁目1-75 011-571-0105

やきいも工藤 南区川沿12条2丁目2-4 011-572-2591

やき鳥専門店串鳥澄川店 南区澄川3条2丁目　江本ビル 011-823-1333

東鱗水産自衛隊駅前店 南区澄川3条6丁目3-1　東光ストア自衛隊駅前店内 011-813-6750

㈲ショッパーズマルヤ澄川店いしよし 南区澄川4条3丁目2-20 011-832-7762

回転寿し一心　藤野店 南区藤野2条6丁目　東光ストア藤野店1F 011-593-1919

マルヨ竹田商店 南区真駒内曙町3丁目3-3 011-581-2050

新八田中商事 南区真駒内泉町2丁目2-14 011-581-1705

長谷川商店 南区真駒内本町5丁目1-12 011-583-4461

㈱丸髙青果 西区二十四軒2条1丁目1-7 011-622-8531

やき鳥専門店串鳥琴似店 西区琴似1条6丁目4-19 011-616-2989

㈲丸清清水青果店 西区琴似2条2丁目ファーストプラザ 011-621-7892

庄司商店　琴似店 西区琴似2条3丁目1-10 011-621-7027

㈱なんまる山の手店 西区山の手3条1丁目 011-644-1860

たにうち 西区山の手3条6丁目3-3 011-688-5324

㈱鈴木五郎商店 西区発寒5条4丁目1-48 011-661-1361

馬渕商店 西区発寒11条5丁目2-13 011-663-9581

㈲中矢商興 西区八軒2条東1丁目6-19 011-631-0086

やっちゃば市場 西区八軒3条東1丁目7-8 080-1891-3353

マンボウ 西区西野2条6丁目3-26 011-664-7486

まほろば本店 西区西野5条3丁目1-1 011-665-6624

やき鳥専門店串鳥手稲駅前店 手稲区手稲本町2条3丁目6-11 011-686-8611

ヤマサストア　佐藤商店 手稲区手稲本町2条3丁目9-17 011-681-3053

泉商店 手稲区手稲本町2条4丁目8-20　キテネ食品館内 011-684-3810

㈲藤富数藤商店 手稲区手稲本町2条4丁目8-20　キテネ食品館内 011-695-2656

相馬青果専門店 手稲区前田4条10丁目2-11 011-683-6768
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