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味な居酒屋 卓

札幌市白石区北郷3条2丁目13-27 ﾄｰﾀｸﾋﾞﾙ1F

居酒屋 かみがしま

札幌市豊平区平岸3条6丁目6-22

居酒屋 こなから

札幌市中央区北2条西3丁目 ｲｼｶﾞｷﾋﾞﾙ2F

居酒屋 たぬき

札幌市白石区菊水3条1丁目7-7

居酒屋 はなちゃん

札幌市中央区南6条西4丁目-11 ﾎﾟﾌﾟﾗﾋﾞﾙ2F

居酒屋 花わさび

札幌市中央区南3条西24丁目3-16

居酒屋 ＨＩＲＯ

札幌市豊平区平岸4条6丁目3-11

居酒屋 キタロー

札幌市白石区南郷通1丁目南10－15

磯金 漁業部 枝幸港

札幌市中央区南4条西2丁目 南4西2ビル10F

板前料理 渥美

札幌市中央区南5条西4丁目 ﾆｭｰ美松ﾋﾞﾙ5F

うなぎ仲じま

札幌市中央区南9条西2丁目2-10 ﾎﾃﾙﾏｲｽﾃｲｽﾞﾌﾟﾚﾐｱ札幌ﾊﾟｰｸ2F

うまいもんや やまさ

札幌市西区琴似2条7丁目2-11

海さくら 蝦夷海

札幌市中央区北1条西3-2-5 北尾ビル2F

海さくら 元町店

札幌市東区北24条東16丁目1-3 弘栄ビル1Ｆ

うめにうぐいす

札幌市中央区南4条西3丁目 第3ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙB1F

蝦夷前そばと豚丼 北堂

札幌市北区北17条西4-2-20 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ北大前1F

刺身居酒屋おたる魚一心 札幌店

札幌市中央区南3条西5丁目 三条美松ビル4F

小樽大和家 琴似店

札幌市西区琴似2条5丁目2-24

おでん古屋

札幌市中央区南6条西4丁目

おばんざい しじみ

札幌市中央区南3条西4丁目 ｶﾐﾔﾋﾞﾙ5F

海鮮食堂 海 <KAI> 北口店

札幌市北区北7条西4丁目 北口ﾖｼﾔﾋﾞﾙ 地下1F

海鮮炭焼き処 絆 札幌駅前店

札幌市中央区北2条西2丁目19 TKP札幌ビル1F

隠れ家 花美浪

札幌市中央区南6条西4丁目4‐2 銭松ビル1F

囲酒家 みのり

札幌市西区琴似1条1丁目5-13

活食・隠れ酒蔵かけはし 総本店

札幌市中央区南4条西2丁目8-12 第31桂和ﾋﾞﾙ4F

家庭料理 鈴の家

札幌市中央区南3条東4丁目1番地

北の味 海来

札幌市中央区北4条西6丁目ｴﾀｰﾅﾙﾊﾟﾝｾﾋﾞﾙ2F

北の海手箱 風【ふう】

札幌市中央区南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙ地下1Ｆ

北のさかな家 海さくら 麻生店

札幌市北区麻生町4 ＭＭビル1F

北の和食 なかなか

札幌市中央区南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙ別館地下1Ｆ

喫茶 オリオン

札幌市西区発寒5条3丁目12-3 西川ﾋﾞﾙ1F

きはら

北海道札幌市中央区南6条西4丁目ﾎﾟﾌﾟﾗﾋﾞﾙB1F

牛しゃぶ・すき焼専門店 禅

札幌市中央区南2条西1丁目 山口中央ﾋﾞﾙ地下1F

キリンビール園 新館アーバン店

札幌市中央区南3西4 ｱｰﾊﾞﾝ札幌ﾋﾞﾙ7F

串倶楽部 TAKE・TAKE

札幌市白石区南郷通8丁目北2-28

串さん

札幌市白石区菊水3条3丁目2-7

蔵元直営千歳鶴 吉翔

札幌市中央区北1条西4丁目2-2 札幌ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

小料理 はなよし

札幌市中央区南6条西4丁目-11 ﾎﾟﾌﾟﾗﾋﾞﾙ2F
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酒と肴 ぐ～

札幌市中央区南6条西3丁目 A1ﾋﾞﾙ 2F

酒とそば まるき

札幌市中央区南2条西2-8 ｶﾄﾞﾚﾋﾞﾙ1F

札幌かに本家 駅前本店

札幌市中央区北3条西2丁目

札幌かに本家 すすきの店

札幌市中央区南6条西4丁目1-3

Sun&Moon

札幌市豊平区豊平6条5丁目1-11

定山渓グランドホテル瑞苑

札幌市南区定山渓温泉4丁目328

しゃぶ十勝 すすきの店

札幌市中央区南4条西3丁目 Ｎﾌﾟﾚｲｽﾋﾞﾙ2F

酒肴 八

札幌市中央区南6条西4丁目 ﾀｶｾﾋﾞﾙ4F

酒菜家 漁 いさり

札幌市中央区南7条西3丁目 ｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ1F

十方夷第 juppo-ebisu-dai

札幌市中央区南6西2 ﾌｫﾚｽﾄ6.2ﾋﾞﾙ1F

十方夷第 都ビル店

札幌市中央区南3条西3丁目 都ﾋﾞﾙ4F

旬菜・北前そば 高田屋 麻生店

札幌市北区麻生町3丁目10-22 山田ﾋﾞﾙ1F

旬鮮炉端 海の音 本店

札幌市中央区南4西5 ﾌﾟﾗｻﾞ109 2F

旬地旬鮮 海の音JR55ﾋﾞﾙ店

札幌市中央区北5条西5丁目 JR55ﾋﾞﾙ 7F

定山渓万世閣 ミリオーネ

札幌市南区定山渓温泉東3丁目

笑和酒場 けいちゃん

札幌市白石区東札幌3条5-1-26

鮨・懐石 雪峰（SEPPOU）

札幌市西区琴似2条5丁目2-20 彩都ﾊﾟﾚｽ1F

すし明

札幌市中央区南2条西1丁目5-1 広和ﾋﾞﾙＮ21 2F

鮨割烹 鶴鮨

札幌市中央区南6条西3丁目

鮨榮

札幌市中央区南6条西4丁目 Ｔm-29ﾋﾞﾙ1F

鮨ダイニング 海幸

札幌市豊平区平岸5条7丁目8-1

鮨処 桐

札幌市中央区南5条西4 ニュー美松ビル B1F

すすきの天然温泉 湯香郷

札幌市中央区南７条西３丁目 ｼﾞｬｽﾏｯｸﾌﾟﾗｻﾞ 2F～4F

炭火串焼 やまと

札幌市中央区北3条東2丁目2-5 若葉ﾋﾞﾙ1F

炭火鳥焼 蔵鵡

札幌市中央区南3条西4丁目 ｱｰﾊﾞﾝ札幌ﾋﾞﾙ BF

炭火鳥焼 蔵鵡 別邸

札幌市中央区南3条西4丁目7-1

大衆肉割烹 にく久 札幌店

札幌市中央区南5条西4丁目 ﾆｭｰ美松ﾋﾞﾙ4F

ダイニング ばくばく

札幌市中央区南2条東6丁目 朝日ﾌﾟﾗｻﾞ一条橋S-3 1Ｆ

立ち飲み処 鶴の蔵

札幌市中央区北4条西5丁目1-3 日本生命北門館ﾋﾞﾙ1F

中国＆日本酒バル ぼぶ

札幌市中央区南5条西5丁目 美松ﾀﾜｰﾋﾞﾙ4F

中国料理 青島飯店

札幌市中央区南1条東2 ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ1F

直営 千歳鶴

札幌市中央区南5条西3丁目 ﾆｭｰｽｽｷﾉﾋﾞﾙ1F

ちょっとばぁ

札幌市中央区南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙ地下2F

痛快食堂

札幌市中央区南5条西2丁目 ｻｲﾊﾞｰｼﾃｨﾋﾞﾙ13Ｆ

月夜のたぬき

札幌市中央区南5条西3丁目 美松ﾋﾞﾙ2Ｆ

つぼ八 美しが丘店

札幌市清田区美しが丘1条4丁目（ﾊﾟﾚｯﾄｽｸｴｱ内）

つぼ八 清田区役所前店

札幌市清田区清田1条4丁目4-36

つぼ八 藤女子大前花川店

石狩市花川南3条5丁目23
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つぼ八 南19条店

札幌市中央区南19条西15丁目1-1 金亀ビル2F

つぼ八 元町店

札幌市東区北23条東15丁目5-22 NICHIEI元町ｽｸｴｱ1F

手づくり厨房 月のあかり 四条店

札幌市中央区南4条西2丁目 ﾎｼﾋﾞﾙ4F

鉄板食堂 とんぼ食堂

札幌市中央区北4条西1丁目 北濃ﾋﾞﾙB1Ｆ

てんぷら 膳

札幌市中央区南4条西3丁目 第32桂和ﾋﾞﾙ4F

とれたて北海道 札幌駅前店

札幌市中央区北4条西1丁目

和み処 一意

札幌市中央区南6条西4丁目 ｽｽｷﾉｾﾞﾛ番地B1F

日本酒酒場 たるえもん すすきの店

札幌市中央区南3条西2丁目 KTﾋﾞﾙB1F

ﾊﾞｰ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ まるこ

札幌市中央区南5条西3丁目 美松ﾋﾞﾙ3F

函館 開陽亭 東急ﾌﾟﾗｻﾞ店

札幌市中央区南4条西5丁目 ﾌﾟﾗｻﾞ109 BF

函館 開陽亭 南7条店

札幌市中央区南7条西5丁目 Tﾏｰｸｼﾃｨ札幌B1F

花小路 さわ田

札幌市中央区南7条西4丁目 ﾌﾟﾗｻﾞ7.4浅井ﾋﾞﾙ3F

浜焼きセンター カキ小屋

札幌市中央区北１１条西22丁目 札幌場外市場内

ふく処 信剣

札幌市中央区南6条西3丁目 秋水ﾋﾋﾞﾙ3F

文化食堂

札幌市中央区南4条西2丁目 TM31ﾋﾞﾙ1F

北海道産酒BAR かま田

札幌市中央区南4条西4丁目14-2

北海道の地酒と海鮮 掌【てのひら】

札幌市中央区南4条西3丁目 ニュー北星ﾋﾞﾙB1Ｆ

北海道料理 海さくら 都通店

札幌市中央区南3条西4丁目 ｶﾐﾔﾋﾞﾙ地下1F

北海道和食 おたる亭 すすきの店

札幌市中央区南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙ4F

北海道和食 おたる亭 本店

札幌市中央区南4西3丁目 ニュー北星ﾋﾞﾙ9F

ホテルポールスター札幌

札幌市中央区北4条西6丁目

ホテルモントレーエーデルホフ札幌

札幌市中央区北2条西1丁目

焼き鳥 はなごし

札幌市中央区南6条西4丁目-11 ﾎﾟﾌﾟﾗﾋﾞﾙ2F

焼肉 塩ホルモン712 大通り本店

札幌市中央区南1条西4丁目15-1 第21ﾋﾞｯｸﾞﾋﾞﾙ4F

料理屋 ＣＯ－ＥＺＯ

札幌市中央区南6条西4丁目11-6

和食ダイニング とあん

札幌市中央区南3条西19丁目 ｻｰﾄﾞｱﾍﾞﾆｭｰ1F

和食処 やまがた

札幌市中央区南五条西3丁目 N・グランデビル2F

和処 さゝ木

札幌市中央区南1条西11丁目 ｺﾝﾁﾈﾝﾃﾙﾋﾞﾙB１F

wa･bi･sai 花ごころ 小樽店

小樽市色内2丁目11‐1

wa･bi･sai 花ごころ 北３条店

札幌市中央区北3条西3丁目 札幌富士ﾋﾞﾙB1F

wa･bi･sai 花ごころ 琴似店

札幌市西区琴似2条3丁目 1番6号

wa･bi･sai 花ごころ 手稲店

札幌市手稲区前田1条12丁目1-50 ていね楽市ﾋﾞﾙ2F

wa･bi･sai 花ごころ 南１条店

札幌市中央区南1条西2丁目 南1条Kﾋﾞﾙ B1F
●記載順序は５０音順です｡
●店名などに間違いがございましたらお許しください。
●リストに不備な点がございましたらお詫び申し上げます。

