
平成27年09月17日現在

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

イエローグローブ芦別店 芦別市本町43番1 0124-23-3211

イエローグローブ厚岸店 厚岸郡厚岸町港町4丁目169 0153-53-3511

イエローグローブ江差店 檜山郡江差町字伏木戸町575 0139-52-5611

イエローグローブ今金店 瀬棚郡今金町字神丘546-23 0137-82-3411

イエローグローブ佐呂間店 常呂郡佐呂間町字永代町19番地 01587-5-3011

イエローグローブ七飯店 亀田郡七飯町大川2丁目1-1 0138-65-8711

イエローグローブ寿都店 寿都郡寿都町字矢追町740-1 0136-62-3411

イエローグローブ小樽朝里店 小樽市新光2丁目4-1 0134-54-8411

イエローグローブ松前店 松前郡松前町字建石59-4 0139-42-3711

イエローグローブ上士幌店 河東郡上士幌町字上士幌東2線226-71 01564-9-2811

イエローグローブ森店 茅部郡森町字森川町228-45 01374-2-5711

イエローグローブ清水店 上川郡清水町南8条7丁目7 0156-69-2611

イエローグローブ足寄店 足寄郡足寄町南7条1丁目12 0156-25-8611

イエローグローブ長万部 山越郡長万部町字長万部431-43 01377-2-3611

イエローグローブ東室蘭店 室蘭市日の出町2丁目2-35 0143-47-6711

イエローグローブ苫小牧店 苫小牧市字錦岡573-478 0144-67-8311

イエローグローブ南茅部店 函館市川汲（かっくみ）町1637 0138-25-3811

イエローグローブ日高富川店 沙流郡日高町富川南2丁目2-21 01456-3-1211

イエローグローブ白鳥大橋 蘭西店 室蘭市築地町89-30 0143-25-4511

イエローグローブ白老店 白老郡白老町字石山1-10 0144-82-5711

イエローグローブ美唄店 美唄市東三条北5丁目1-18 0126-66-7211

イエローグローブ福島店 松前郡福島町字三岳200-1 0139-47-4011

イエローグローブ豊川店 函館市豊川町7-19 0138-27-7311

イエローグローブ木古内店 上磯郡木古内町字新道102-1 01392-2-5411

カナリヤ エスタ店 北海道札幌市中央区北5西2丁目1番地札幌ｴｽﾀ5階 011-219-7772

カナリヤ 釧路店 北海道釧路郡釧路町'桂木1丁目1-1ｲｵﾝ2階 0154-38-6312

カナリヤイオン江別店 北海道江別市幸町35番地江別ｲｵﾝ店3階 011-381-0040

カナリヤイオン平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目270-6-1ｲｵﾝ札幌 011-818-3070

カナリヤ岩見沢店 北海道岩見沢市大和4条8丁目1番地 ｲｵﾝ岩見沢2階 0126-23-1281

カナリヤ本店 北海道札幌市中央区南1条西2丁目 011-261-1281

コープさっぽのぼりべつ桜木店 登別市桜木町2丁目22-3 0143-88-2726

コープさっぽろあかびら店 赤平市大町3丁目1-1 0125-32-1501

コープさっぽろ曙店 釧路郡釧路町曙3丁目11-1 0154-36-6843

コープさっぽろあばしり店 網走市駒場北5丁目84-36 0152-45-3500

コープさっぽろいしかり店 石狩市花川3条3丁目9-2 0133-74-3531

コープさっぽろ岩見沢南店 岩見沢市美園6条8丁目6-15 0126-23-2723

コープさっぽろ江別店 江別市元江別779番地1 011-389-8703

コープさっぽろエルフィン店 北広島市栄町1丁目4-1 011-376-6061

コープさっぽろ遠軽みなみ店 紋別郡遠軽町南町3丁目3-12 0158-42-3100

コープさっぽろ貝塚店 釧路市貝塚3丁目2-28 0154-44-2611

コープさっぽろかしわ店 帯広市東7条南15丁目2-2 0155-23-7250

コープさっぽろ川下店 札幌市白石区川下3条4丁目1-1 011-872-4731

コープさっぽろ北広島店 北広島市中央3丁目2-4 011-372-2601

コープさっぽろきたみ春光店 北見市春光町1丁目 0157-24-3200

コープさっぽろ旭岡店 函館市西旭岡町3丁目3-1 0138-50-3053

コープさっぽろきよみ店 北見市清見町70-1 0157-69-5700

コープさっぽろシーナ店 旭川市永山3条15丁目1-7 0166-47-1011

コープさっぽろ春光店 旭川市末広4条1丁目452 0166-51-8900

コープさっぽろ新琴似南店 札幌市北区新琴似2条7丁目1-50 011-762-3071

コープさっぽろ新はっさむ店 札幌市手稲区新発寒5条5丁目1-10 011-694-5141

コープさっぽろ末広西店 函館市末広町17－13 0138-23-1371

コープさっぽろステイ店 苫小牧市三光町5丁目6-4 0144-33-0555

コープさっぽろ砂川店 砂川市西1条北10丁目1-17 0125-52-6815

コープさっぽろソシア店 札幌市南区川沿5条2丁目310 011-571-5141

コープさっぽろ滝川店 滝川市新町1丁目9-23 0125-24-5225

コープさっぽろだて店 伊達市松ヶ枝町9-8 0142-23-6300

コープさっぽろなかしべつ店 中標津町東9条北1丁目1 0153-72-7633

コープさっぽろ中の島店 札幌市豊平区中の島1条4丁目7-1 011-831-9235

コープさっぽろにしの店 札幌市西区西野3条3丁目2-5 011-662-1122

コープさっぽろパセオ川沿店 苫小牧市川沿6丁目15-3 0144-72-7611

コープさっぽろパセオ堺町店 浦河郡浦河町堺町東6丁目493 0146-22-1511

コープさっぽろパセオすみよし店 千歳市住吉4丁目14-11 0123-42-5511

コープさっぽろひとみ店 函館市人見町8-1 0138-54-9425

コープさっぽろ美唄店 美唄市東3条北5丁目1-12 0126-62-2851

コープさっぽろ平岡店 札幌市清田区平岡公園東3丁目1-5 011-885-3539

コープさっぽろ深川店 深川市1条5-30 0164-22-1811
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コープさっぽろほくと店 北斗市久根別2丁目28-1 0138-73-7573

コープさっぽろ星が浦店 釧路市星が浦大通3丁目5-13 0154-55-3025

コープさっぽろみわ店 北見市中央三輪2丁目411-1 0157-36-8400

コープさっぽろ恵み野店 恵庭市恵み野西5丁目3-1 0123-37-7250

コープさっぽろ余市店 余市郡余市町黒川町10丁目3-32 0135-23-4141

コープさっぽろるもい店 留萌市野本町1番地1 0164-43-2661

コットンハウス　シーナ店 旭川市永山３条１５丁目 コープさっぽろシーナ店２F 0166-46-1046

コットンハウス　ルーシー店 札幌市白石区栄通１８丁目コープさっぽろルーシー２F 011-853-1711

コットンハウス　円山店 札幌市中央区北１条西２４丁目　４－１東光ストア円山店２階 011-614-6380 

コットンハウス　澄川店 札幌市南区澄川４条２丁目2-6マックスバリュ3F 011-832-3845

コットンハウス　静内店 静内郡静内町末広２－２－１イオン１F 0146-43-3717

ジャンボイエロー亀田店 函館市亀田町21-19 0138-40-2211

ジャンボイエロー金堀店 函館市金堀町1-19 0138-32-0011

ジャンボイエロー港店 函館市港町3丁目18-15 0138-45-0011

ジョイフルエーケー大曲店 北広島市大曲工業団地７丁目３ー４ 011-370-5555 

ジョイフルエーケー帯広店 帯広市東７条南１６丁目２－１ 0155-28-3333

ジョイフルエーケー屯田店 札幌市北区屯田８条５丁目５－１ 011-775-7777

大丸藤井セントラル 札幌市中央区南１条西３丁目２ 011-231-1131 

トントン館 札幌市西区二十四軒3条1丁目7-2 011-621-1011

東光ストア 藤野店 札幌市南区藤野2条6丁目7-1 011-592-8109

東光ストア 南郷13丁目店   札幌市白石区南郷通13丁目南5-16 011-865-0109

東光ストア 平岡店 札幌市清田区平岡7条2丁目2-1 011-881-4109

バンドラハウスイオンｂSUC手稲山口店北海道札幌市手稲区明日風6丁目1-1 011-699-8201

バンドラハウスイオン札幌藻岩店 北海道札幌市南区川沿2条2丁目1-1 011-571-3100

バンドラハウスイオン旭川永山店 北海道旭川市永山3条12丁目2-11 0166-47-7111

バンドラハウスイオン旭川西店 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 0166-59-7800

バンドラハウスイオン伊達店 北海道伊達市末永町8-1 0142-21-3100

バンドラハウスイオン岩見沢店 北海道岩見沢市大和4条8丁目1 0126-33-6100

バンドラハウスイオン釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1番地7 0154-36-3111

バンドラハウスイオン釧路昭和店 北海道釧路市昭和中央4丁目18-1 0154-55-7711

バンドラハウスイオン江別店 北海道江別市幸町35 011-384-3100

バンドラハウスイオン根室店 北海道根室市常磐町3丁目9 0153-24-6111

バンドラハウスイオン札幌桑園店 北海道札幌市中央区北8条西14丁目28 011-204-7200

バンドラハウスイオン札幌元町店 北海道札幌市東区北31条東15丁目1-1 011-750-5200

バンドラハウスイオン札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1-1 011-669-5000

バンドラハウスイオン幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1 011-780-7600

バンドラハウスイオン幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 011-889-5001

バンドラハウスイオン三笠店 北海道三笠市岡山1059-1 01267-4-5100

バンドラハウスイオン室蘭店 北海道室蘭市東町2丁目4-32 0143-45-1414

バンドラハウスイオン小樽店 北海道小樽市築港11-6 0134-21-3100

バンドラハウスイオン石狩緑苑台店 北海道石狩市緑苑台中央1丁目2 0133-75-9800

バンドラハウスイオン千歳店 北海道千歳市栄町6丁目51 0123-24-3100

バンドラハウスイオン帯広店 北海道帯広市西4条南20丁目1 0155-24-3100

バンドラハウスイオン登別店 北海道登別市若山町4丁目33-1 0143-82-3000

バンドラハウスイオン苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3丁目1-20 0144-51-3100

バンドラハウスイオン北見店 北海道北見市北進町1丁目1-1 0157-66-3100

バンドラハウスイオン名寄店 北海道名寄市字徳田80-1 01654-9-5000

バンドラハウスイオン余市店 北海道余市郡余市町黒川町12丁目62-1 0135-23-2527

プロノ旭川東光店 旭川市東光16条5丁目3-22 0166-37-5566

プロノ旭川末広店 旭川市末広1条8丁目1-28 0166-58-7050

プロノ岩見沢店 岩見沢市日の出町24-1 0126-32-1700

プロノ岩内店 岩内郡岩内町栄180番地 0135-62-6665

プロノ釧路西店 釧路市星が浦大通り2丁目5-10-2 0154-55-2601

プロノ釧路東店 釧路郡釧路町睦1丁目1-4 0154-39-0678

プロノ恵庭店 恵庭市黄金南7丁目18-2 0123-33-2044

プロノ江別店 江別市中央町12番地16 011-382-0788

プロノ札幌本店 札幌市東区北34条東14丁目1-1 011-752-0012

プロノ室蘭店 室蘭市中島町3丁目17-2 0143-43-3331

プロノ手稲店 札幌市手稲区前田6条12丁目1-15 011-686-2011

プロノ小樽店 小樽市信香町3-2 0134-25-7377

プロノ帯広西店 帯広市西22条南2丁目9-1 0155-37-1060

プロノ帯広東店 帯広市東4条南16丁目4-1 0155-28-2000

プロノ滝川店 滝川市明神町2丁目1-24 0125-23-2511

プロノ東苗穂店 札幌市東区本町2条10丁目3-58 011-783-5115

プロノ苫小牧店 苫小牧市幸町1丁目1-6 0144-38-8440

プロノ屯田店 札幌市北区屯田6条12丁目6-1 011-772-5000

プロノ南郷店 札幌市白石区南郷通4丁目北2-5 011-862-2744

プロノ函館漁火通店 函館市広野町3-6 漁火通沿い 0138-56-8822

プロノ函館美原店 函館市美原3丁目52－1 0138-34-5065

プロノ八雲店 二海郡八雲町豊河町24-4 0137-64-3944

は行
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プロノ発寒店 札幌市西区発寒12条2丁目8-40 011-671-8236

プロノ平岡店 札幌市清田区北野5条5丁目15-25 011-888-3391

プロノ北見店 北見市大町26番地 0157-69-1100

マリエッタ サンピアザアﾞ店 北海道札幌市厚別区'厚別中央2条5-7-2ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ2階 011-893-2203

マリエッタ　ダイエー東札幌店 北海道札幌市白石区東札幌3ｰ1ﾀﾞｲｴｰ2F 011-820-6797

マリエッタ花咲店 北海道旭川市春光1条8丁目1番78号 0166-74-3755

マリエッタ手稲前田店 北海道札幌市手稲区前田五条10-5-12 011-213-8118

マリエッタ西岡店 北海道札幌市豊平区西岡'3条3丁目180番ｲｵﾝ西岡SC1F 011-826-4411

マリエッタ北彩都店 '北海道旭川市南六条通18丁目 0166-37-4700

ヤーンショップ藤 ススキノラフィア店 札幌市中央区南4条西4丁目1番ｽｽｷﾉﾗﾌｨﾗ2階 011-511-3715

ヤーンショップ藤　北見店 北見市北進町1丁目1-1ｲｵﾝ北見店3階 0157-25-8007

所　　　在　　　地 ＴＥＬ

DCMホーマック江差柳崎店 北海道檜山郡江差町字伏木戸町558番地 (0139)54-5050

DCMホーマック留萌店 北海道留萌市南町4丁目74-1 (0164)42-1400

DCMホーマック余市店 北海道余市郡余市町黒川町10丁目3番地32 (0135)23-7800

DCMホーマック紋別店 北海道紋別市渚滑町1丁目15番7 (0158)23-1811

DCMホーマック網走店 北海道網走市つくしケ丘1丁目1番5号 (0152)45-1496

DCMホーマック美幌店 北海道網走郡美幌町字稲美90-1 (0152)72-1496

DCMホーマック名寄店 北海道名寄市徳田88-1 (01654)2-2890

DCMホーマック上磯店 北海道北斗市七重浜4丁目41番8号 (0138)49-9911

DCMホーマック三輪店 北海道北見市中央三輪2丁目320-2 (0157)66-5611

DCMホーマック桜町店 北海道北見市桜町6丁目2番地10 (0157)22-7123

DCMホーマック富良野店 北海道富良野市新富町2番14号 (0167)39-1080

DCMホーマック中標津店 北海道標津郡中標津町東16条南10丁目2番地 (0153)78-7501

DCMホーマック鍛治店 北海道函館市鍛治2丁目9番20号 (0138)51-8686

DCMホーマック石川店 北海道函館市石川町231番1 (0138)34-3330

DCMホーマック湯川店 北海道函館市戸倉町258番地 (0138)36-6761

DCMホーマック静内店 北海道日高郡新ひだか町静内木場町1丁目1番86号 (0146)43-1496

DCMホーマック八雲店 北海道二海郡八雲町東雲町20番6 (0137)62-3711

DCMホーマック柳町店 北海道苫小牧市柳町2丁目3-7 (0144)53-0001

DCMホーマック新明店 北海道苫小牧市新明町3丁目1-3 (0144)52-5210

DCMホーマック新生台店 北海道苫小牧市三光町2丁目25番15号 (0144)33-1496

DCMホーマック若草店 北海道登別市若草町2丁目31-1 (0143)87-1496

DCMホーマック札内店 北海道中川郡幕別町札内共栄町163-4 (0155)23-1496

DCMホーマック稚内店 北海道稚内市新光町1483番9 (0162)34-6000

DCMホーマック滝川店 北海道滝川市南滝の川１１５－４ (0125)23-8111

DCMホーマック帯広南町店 北海道帯広市南町南６線３０－１ (0155)49-6661

DCMホーマック西帯広店 北海道帯広市西23条南3丁目62番地2 (0155)37-8161

DCMホーマック稲田店 北海道帯広市稲田町南9線西9-1 (0155)49-1101

DCMホーマック富士店 北海道千歳市富士4丁目1番4号 (0123)27-6811

DCMホーマック住吉店 北海道千歳市住吉3丁目3番3号 (0123)27-1496

DCMホーマック花川店 北海道石狩市花川南1条6丁目185 (0133)74-7700

DCMホーマック深川店 北海道深川市5条19番10号 (0164)23-4400

DCMホーマック手宮店 北海道小樽市手宮1丁目4番1号 (0134)24-1496

DCMホーマック弥生店 北海道室蘭市東町1丁目8番1号 (0143)46-6211

DCMホーマック士別店 北海道士別市大通東19丁目465番地 (0165)22-0077

DCMホーマック新琴似店 北海道札幌市北区新琴似8条16丁目9番1号 (011)762-1496

DCMホーマック篠路店 北海道札幌市北区篠路1条1丁目1-10 (011)773-1496

DCMホーマック西岡店 北海道札幌市豊平区西岡１条８丁目８－１ (011)858-1700

DCMホーマック藤野店 北海道札幌市南区藤野2条4丁目1-1（ﾄﾗｲｱﾙ藤野店内） (011)591-1496

DCMホーマック川沿店 北海道札幌市南区川沿3条1丁目1番74号 (011)571-1496

DCMホーマック光星店 北海道札幌市東区北9条東5丁目2番18号 (011)711-5101

DCMホーマック北栄店 北海道札幌市東区北49条東7丁目1番1号 (011)751-1496

DCMホーマック元町店　資材館 北海道札幌市東区北16条東19丁目2-1 (011)786-1496

DCMホーマック東雁来店 北海道札幌市東区東雁来10条3丁目1番1号 (011)790-5011

DCMホーマック東雁来店 北海道札幌市東区東雁来10条3丁目1番1号 (011)790-5011

DCMホーマック発寒追分通店 北海道札幌市西区発寒9条14丁目516番地210 (011)669-3600

DCMホーマック西野店 北海道札幌市西区西野4条7丁目2番1号 (011)665-1496

DCMホーマック山の手店 北海道札幌市西区山の手1条7丁目4番1号 (011)622-5553

DCMホーマック北野通店 北海道札幌市清田区北野3条2丁目13番75号 (011)883-1496

DCMホーマック平岡店 北海道札幌市清田区平岡公園東3丁目1番1号 (011)885-1496

DCMホーマック真栄店 北海道札幌市清田区真栄4条2丁目1番10号 (011)882-1600

DCMホーマック手稲前田店 北海道札幌市手稲区前田5条11丁目7番1号 (011)685-1496

DCMホーマック厚別東店 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目2番10号 (011)809-5000

DCMホーマック厚別西店 北海道札幌市厚別区厚別西3条6丁目700番73 (011)893-7511

DCMホーマック砂川店 北海道砂川市東1条南12丁目1-1 (0125)52-7766

DCMホーマック根室店 北海道根室市西浜町8丁目125番1 (0153)29-5111

DCMホーマック江別店 北海道江別市野幌松並町26番地 (011)385-1496

ま行
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DCMホーマック上江別店 北海道江別市上江別430-19 (011)381-5911

DCMホーマック元江別店 北海道江別市元江別785番1 (011)389-3361

DCMホーマック恵庭店 北海道恵庭市恵み野里美2丁目15番地 （0123）34-5600

DCMホーマック中園店 北海道釧路市中園町9番3号 (0154)22-1496

DCMホーマック千代の浦店 北海道釧路市千代の浦2番15号 (0154)43-1496

DCMホーマック星が浦店 北海道釧路市星が浦大通2丁目6番36号 (0154)54-2111

DCMホーマック木場店 北海道釧路郡釧路町木場2丁目2番3 (0154)37-1496

DCMホーマック共和店 北海道岩内郡共和町梨野舞納33番3 (0135)63-1496

DCMホーマック岩見沢店 北海道岩見沢市大和1条8丁目6番 (0126)22-9900

DCMホーマック岩見沢東店 北海道岩見沢市2条東12丁目1-1（岩見沢東SC内） (0126)25-8181

DCMホーマック音更店 北海道河東郡音更町木野大通東12丁目2番地12 (0155)30-1496

DCMホーマック伊達店 北海道伊達市末永町39番1 (0142)22-1496

DCMホーマック豊岡店 北海道旭川市豊岡4条4丁目5番10号 (0166)33-3911

DCMホーマック宮前店 北海道旭川市南7条通19丁目2182-83 (0166)39-2101

DCMホーマック神楽店 北海道旭川市神楽4条5丁目1-38 (0166)63-6890

DCMホーマック春光店 北海道旭川市花咲町6丁目2272番地62 (0166)53-1496

DCMホーマックパワーズ店 北海道旭川市永山11条4丁目120番地36(旭川SCﾊﾟﾜｰｽﾞ内) (0166)47-7775

DCMホーマック沼の端店 北海道苫小牧市北栄町3丁目1番39号 (0144)53-0001

ビバホーム平岸店 北海道札幌市豊平区平岸1条22丁目2番15号 ｱｰﾊﾞﾝｻｲﾄﾐｭﾝﾍﾝ大橋内 011-837-1811

ビバホーム豊平店 北海道札幌市豊平区豊平6条9丁目2-10 011-818-3311

ビバホームあいの里店 北海道札幌市北区あいの里1条6丁目2番2号 011-775-9911

ビバホーム新琴似店 北海道札幌市北区新琴似1条7-9-50 011-764-7011

スーパービバホーム手稲富丘店 北海道札幌市手稲区富丘２条２丁目２番１号 011-686-8811

スーパービバホーム清田羊ヶ丘通店 北海道札幌市清田区真栄５２番地 011-888-8411

スーパービバホームウイングベイ小樽店 北海道小樽市築港１１番１号 ウイングベイ小樽１階 0134-20-2111

ホームセンターラッキー余市店 余市郡余市町大川町１８丁目１３ 0135-23-7777 

は行


