お取り扱い店名

ご住所

味処 くわじま

札幌市中央区南2条西5-20狸小路5丁目ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

味処 舛田

札幌市中央区南6条西3

味のとり八

札幌市豊平区美園十条4-3

憩いの酒蔵美庭

札幌市中央区南5条西4 南興ﾋﾞﾙ9F

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 たぬき

札幌市白石区菊水3条1丁目7-7

居酒屋 ＨＩＲＯ

札幌市豊平区平岸4条6丁目3-11

居酒屋 いし川

札幌市中央区北1条西25-1-11

居酒屋いとう

札幌市白石区菊水2条1丁目5-12

居酒屋 季作

札幌市中央区南21条西9丁目

居酒屋 キタロー

札幌市白石区南郷通1丁目南10－15

居酒屋 そら家

北海道札幌市白石区菊水三条3-2-4

居酒屋としえ

札幌市南区川沿4条3丁目4-1

居酒屋 ふる里 札幌総本店

札幌市中央区北1条西3丁目札幌中央ﾋﾞﾙ4F

居酒屋 ふる里本店

札幌市西区琴似1条1-7-23

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ﾋﾞﾙ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

一意

札幌市中央区南6条西4 B1F

無花果 （いちじく）

札幌市中央区南4条西5丁目 第4藤井ﾋﾞﾙ7階

魚河岸 甚平 パセオ店

北海道札幌市北区北6条西4 札幌駅ﾊﾟｾｵ地下１F飲食店街

海さくら 蝦夷海

札幌市中央区北1条西3-2-5 北尾ﾋﾞﾙ2F

お刺身と海鮮七輪焼きの店 ヤマタケ水産食堂

北海道札幌市中央区北二条西3-1-26 札幌第一ﾋﾞﾙ1F

海鮮×居酒屋 粋な北海道炉端 あいよ 大通店

北海道札幌市中央区南2条西5丁目 ﾋﾞﾙ2階

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

海鮮食堂 澤崎水産 札幌狸小路店

北海道札幌市中央区南3条西4 狸小路内

海鮮炉ばた 隠れ家 ニュー北星ビル店

札幌市中央区南4条西3丁目 ﾆｭｰ北星ﾋﾞﾙ2Ｆ

海鮮炉ばた 隠れ家 南６条店

札幌市中央区南6条西3丁目

開陽亭 すすきの本店

札幌市中央区南6条西4-5-27 新宿通りﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙB1

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

加藤商店

北海道札幌市中央区南1条東5-1-56

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

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

串カツ・海鮮・もつ鍋 大衆串横丁 てっちゃん 琴似店

札幌市西区琴似2条1丁目3-5 玉田ﾋﾞﾙｸﾛｽﾛｰﾄﾞ琴似１Ｆ

串鳥札幌駅前店

札幌市中央区北4条西2丁目 札幌ＴＲﾋﾞﾙ2階

KUSHIRO 酒場

札幌市中央区南4条西5-4 ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞﾋﾞﾙ5F

お取り扱い店名

ご住所

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

極薄ラムしゃぶ専門 工藤羊肉店

札幌市中央区南5条西5丁目 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ7Ｆ

ごまそば八雲 札幌国際ビル店

中央区北四条西4 札幌国際ﾋﾞﾙB2F

古屋

札幌市中央区南7条西4丁目 5条ビルＤＸ1階

小料理早わらび

.札幌市中央区南5条西3 ﾆｭｰｽｽｷﾉﾋﾞﾙ1階

肴 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

居酒屋 魚道楽

札幌市中央区南3条東2丁目6-1 プレサント B1F

酒と肴 ぐ～

札幌市中央区南6条西3丁目 A1ﾋﾞﾙ 2F

四季の味コロポックル 円山店

札幌市中央区大通西23-1-1 円山公園MS1F

地酒茶屋 野暮天

札幌市中央区南5条西4丁目4-7 富士会館Ｂ１Ｆ

七福神商店 狸小路本店

札幌市中央区南3条西5丁目 狸小路５丁目ｱｰｹｰﾄﾞ内

積丹浜料理 第八 太洋丸

札幌市中央区南4条西3丁目 第2ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ６Ｆ

酒家 かっぱ庵

札幌市中央区南5条西2-1 美松村岡ﾋﾞﾙ4F

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

鮨割烹 鶴鮨

札幌市中央区南6条西3丁目

すし善 大丸店

札幌市中央区北5条西4丁目 大丸札幌店 8階

鮨ダイニング 海幸

札幌市豊平区平岸5条7丁目8-1

鮨富士

札幌市中央区南3条西5丁目14三条美松ﾋﾞﾙ3F

鈴木徳太郎商店

札幌市中央区南５条西２丁目 第７ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ１Ｆ

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

炭焼・寿し処 炙屋 大通ビッセ店

札幌市中央区大通西３丁目 大通ﾋﾞｯｾ４F

炭焼・寿し処 炙屋 札幌駅南口店

札幌市中央区北４条西２丁目 札幌ＴＲﾋﾞﾙ10階

炭焼・寿し処 炙屋 すすきの別庭

札幌市中央区南４条西４丁目恵愛ビルB1Ｆ

炭焼・寿し処 炙屋 すすきの本店

札幌市中央区南４条西４丁目 すずらんﾋﾞﾙ6階

炭焼・寿し処 炙屋 総本店

札幌市中央区南5条西3丁目 ANAﾎﾘﾃﾞｲ・ｲﾝ札幌すすきの 地下１階

炭焼炉ばた くし路 新北海道ビル店

札幌市北区北７条西４丁目 新北海道ﾋﾞﾙB1F

炭焼炉ばた くし路 すすきのビル店

札幌市中央区南４条西３丁目 すすきのﾋﾞﾙ３Ｆ

炭焼炉ばた くし路 南興ビル店

札幌市中央区南５条西４丁目南興ﾋﾞﾙＢ１Ｆ

千両箱

札幌市中央区南4条西4-13-1

大衆酒場 さぶろう

札幌市中央区南4条西1丁目15-2

大衆酒場 笑

札幌市北区新琴似1条1丁目1-1

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

たまひろ

札幌市中央区南3条東1 のれん横丁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

ちょい飲みドコロ CORNER STONE

札幌市中央区南4西3すすきのﾋﾞﾙ地下

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

お取り扱い店名

ご住所

ちょっとばぁ

札幌市中央区南4条西3丁目3-3

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

つぼ八 南19条店

札幌市中央区南19条西15丁目1-1 金亀ﾋﾞﾙ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

日本料理 花遊膳

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B1

のろし

札幌市中央区南6条西4丁目5-8 山形会館

のろし

札幌市中央区南6条西4丁目5-8

博多もつ鍋と焼き鳥食べ放題 本格鶏料理 個室居酒屋 鳥心札幌駅前店
札幌市中央区北4条西3丁目 成友ﾋﾞﾙ 1F
函館 開陽亭 南5条 2号店

札幌市中央区南5条西6丁目開陽亭ﾋﾞﾙ

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

花わさび

北海道札幌市中央区南3条西24丁目3-16

熊猫

札幌市北区北24条東1丁目4-1

ふく処 信剣

札幌市中央区南6条西3丁目 秋水ﾋﾞﾙ3F

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

北海料理 古艪帆来

札幌市中央区南4条西4丁目 松岡ﾋﾞﾙ 3F

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

骨付肉専門 徳太郎

札幌市中央区南4条西3丁目ｷﾀｺｰＳ4ﾋﾞﾙ1F

ミニッツカフェ

札幌市豊平区西岡四条10-2-1 西岡ﾋﾞﾙ1F

ラ メール

札幌市中央区南4条西3丁目第1ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ6F

リトルチャイナ

札幌市中央区大通東1丁目 中央ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ地下1階

炉端 大磯

北海道札幌市中央区南2条東2 大都ﾋﾞﾙ 1F

和ごころ佐々木

札幌市北区北四十条西4丁目2-10麻生ﾊﾟｽﾃﾙｾﾄﾋﾞﾙ

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B１階

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

