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店舗地域 店舗名 住所 電話 店舗地域 店舗名 住所 電話 店舗地域 店舗名 住所 電話

中央区 ラルズマート　啓明店 札幌市中央区南11条西21丁目4-21 011-530-5500 石狩市 ラルズマート　当別駅前店 石狩郡当別町園生55 0133-22-2222 中央区 東光ストア　行啓通店 札幌市中央区南14条西9丁目1-15 011-531-6176

ラルズマート中島公園店 札幌市中央区南11条西7丁目 011-552-3456 ラルズマート花川南店 石狩市花川南4条3丁目 0133-71-2121 東光ストア　プロム山鼻店 札幌市中央区南22条西12丁目1-2 011-512-1093

スーパーアークス　山鼻店 札幌市中央区南12条西11丁目2-10 011-521-6677 ビッグハウス　花川店 石狩市樽川6条1丁目5 0133-72-6006 東光ストア　西線6条店 札幌市中央区南6条西15丁目2-20 011-552-0109

ラルズマート　１６条店 札幌市中央区南16条西8丁目2-15 011-511-3223 恵庭市 ラルズマート　恵み野店 恵庭市恵み野西3丁目1 0123-36-2980 東光ストア　円山店 札幌市中央区北1条西24丁目4-1 011-623-1093

ラルズマート伏見店 札幌市中央区南18条西17丁目1-1 011-530-2345 ラルズマート　島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1 0123-39-7777 東光ストア　サッポロファクトリー店札幌市中央区北1条東4丁目8-1 011-207-1093

東区 ラルズマート　伏古店 札幌市東区伏古6条3丁目4-1 011-786-6770 ビッグハウス　恵庭店 恵庭市本町210 0123-33-1122 東光ストア　宮の森店 札幌市中央区北5条西29丁目1-1 011-622-0109

スーパーアークス光星店 札幌市東区北14条東3丁目1-30 011-712-0112 江別市 ビッグハウス　元江別店 江別市元江別本町22 011-385-5567 東光ストア　ススキノ南7条店 札幌市中央区南７条西6丁目5-6 JIすすきのビル 011-531-0622

ラルズマート　北３５条店 札幌市東区北35条東4丁目1-1 011-712-3338 ビッグハウス　大麻店 江別市大麻ひかり町30-2 011-387-5557 東区 東光ストア　東区役所駅前店 札幌市東区北12条東7丁目1-15 011-711-6605

スーパーアークス　苗穂店 札幌市東区北7条東18丁目2-10 011-753-2525 ラルズストア　大麻駅前店 江別市大麻中町26-18 011-387-2345 東光ストア　美香保店 札幌市東区北24条東7丁目3-1 011-741-1150

南区 ラルズマート　真駒内店 札幌市南区真駒内幸町1丁目2-3 011-583-6668 ビッグハウス　野幌店 江別市東野幌本町３５番２ 011-380-6811 東光ストア　北栄店 札幌市東区北27条東1丁目3-1 011-753-0109

ス－パ－チェ－ンシガ真駒内店 札幌市南区真駒内上町3丁目2-1 011-585-2345 千歳市 ビッグハウス　千歳店 千歳市日の出1丁目1-66 0123-26-6660 南区 東光ストア　真駒内店 札幌市南区真駒内幸町2丁目1-12 011-588-1093

ラルズマート　石山店 札幌市南区石山東4丁目8-33 011-592-2655 スーパーアークス　長都店 千歳市勇舞8丁目1-1 0123-23-7667 東光ストア　自衛隊駅前店 札幌市南区澄川3条6丁目3-1 011-824-1109

ビッグハウス　サウス店 札幌市南区川沿15条1丁目1-55 011-578-3300 岩見沢市 ビッグハウス　岩見沢店 岩見沢市大和1条9丁目1-1 0126-32-0100 東光ストア　藤野店 札幌市南区藤野2条4丁目1-2 011-592-8109

白石区 スーパーアークス　菊水店 札幌市白石区菊水3条5丁目2-25 011-837-5757 小樽市 ス－パ－アークス奥沢店 小樽市奥沢2丁目10-13 0134-24-2345 白石区 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

ラルズマート　新ほくと店 札幌市白石区川下4条1丁目1-1 011-879-2002 ラルズマート手宮店 小樽市錦町2番16号 0134-21-2345 東光ストア　南郷18丁目店 札幌市白石区南郷通18丁目北1-20 011-868-1090

ビッグハウス　白石店 札幌市白石区平和通3丁目北1-1 011-868-0730 ラルズストア　当別店 小樽市錦町2番16号 0134-21-2345 東光ストア　白石ターミナル店 札幌市白石区南郷通1丁目南10-7 011-861-1093

豊平区 スーパーアークス　月寒東店 札幌市豊平区月寒東3条8丁目１-30 011-851-5115 ラルズマート　桂岡店 小樽市桂岡町2-8 0134-62-1212 東光ストア　南郷7丁目店 札幌市白石区南郷通6丁目南9-12 011-862-1093

ラルズマート　西岡店 札幌市豊平区西岡4条1丁目1-20 011-852-6250 ラルズマート桜町店 小樽市桜1丁目17-10 0134-54-1177 豊平区 東光ストア　平岸ターミナル店 札幌市豊平区平岸2条7丁目4-35 011-812-1620

ラルズマート　美園店 札幌市豊平区美園2条1丁目2-1 011-817-0123 ス－パ－アークス長橋店 小樽市長橋2丁目17-23 0134-31-2345 東光ストア　豊平店 札幌市豊平区豊平6条9丁目1-18 011-822-1435

ビッグハウス　エクストラ店 札幌市豊平区平岸1条22丁目2-15 011-815-7778 ラルズマートおたる山の手店小樽市入船5丁目9-15 0134-27-1178 北区 東光ストア　あいの里店 札幌市北区あいの里1条5丁目2-3 011-778-0109

ラルズストア　平岸店 札幌市豊平区平岸5条8丁目1-1 011-822-3963 北広島市 スーパーアークス大曲店 北広島市大曲幸町6丁目1　インタービレッジ大曲内011-377-2056 東光ストア　北大前店 札幌市北区北16条西5丁目2-30 011-738-0109

北区 スーパーアークス　ノース店 札幌市北区篠路3条9丁目2-15 011-776-3500 登別市 ホームストア アーニス店 登別市中央町4丁目11 0143-85-9750 東光ストア　新道西店 札幌市北区北32条西10丁目1-5 011-707-0109

スーパーアークス　新琴似店 札幌市北区新琴似4条17丁目1-25 011-374-7155 ホームストア 幌別店 登別市富士町6丁目38-1 0143-85-2448 東光ストア　麻生店 札幌市北区北40条西4丁目2-15 011-706-1093

ビッグハウス　新川店 札幌市北区新川6条14丁目1-1 011-769-6116 苫小牧市 ビッグハウス　光洋店 苫小牧市光洋町1丁目12-12 0144-78-3773 清田区 東光ストア　真栄店 札幌市清田区真栄4条2丁目1-48 011-883-3109

スーパーアークス　エクスプレス店札幌市北区新川西1条4丁目1-1 011-765-5600 ビッグハウス　明徳店 苫小牧市明徳町2丁目3-1 0144-61-6700 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

ビッグハウス　太平店 札幌市北区太平4条1丁目3-1 011-773-0180 ビッグハウス　明野店 苫小牧市明野新町5丁目18-27 0144-52-5050 西区 東光ストア　平和店 札幌市西区平和2条1丁目1-1 011-663-0109

スーパーアークス　北２４条店 札幌市北区北24条西9丁目1-1 011-708-0333 余市町 ラルズマート黒川店 余市郡余市町黒川町3丁目17番地 0135-22-2319 厚別区 東光ストア　大谷地店 札幌市厚別区大谷地東3丁目3-20 011-895-0109

清田区 ビッグハウス　里塚店 札幌市清田区美しが丘1条7丁目1-1 011-883-0800 ラルズマート入舟店 余市郡余市町入舟町349番地3 0135-22-3317 北広島市 東光ストア　北広島店 北広島市栄町1丁目2-1 011-373-0109

スーパーアークス北野店 札幌市清田区北野3条2丁目13-88 011-881-1550 ラルズマート西部店 余市郡余市町富沢町8丁目25番地 0135-22-2771

西区 ラルズマート　山の手店 札幌市西区山の手2条6丁目5-20 011-621-6719 室蘭市 ホームストア 港北店 室蘭市港北町2丁目11-1 0143-55-8287

フレッティ　琴似店 札幌市西区八軒5条東1丁目5-1 011-631-3048 ホームストア 新たかさご店 室蘭市知利別町4丁目4-1 0143-44-7612

ラルズマート　発寒店 札幌市西区発寒14条4丁目2-23 011-666-1212 スーパーアークス 室蘭中央店室蘭市中央町3丁目1-8 0143-22-8880

ビッグハウス　ウエスト店 札幌市西区発寒7条9丁目4-33 011-661-2330 スーパーアークス 中島店 室蘭市中島本町1丁目4-4 0143-41-5577

厚別区 ビッグハウス　イースト店 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目2-6 011-896-6600 ホームストア 輪西店 室蘭市輪西町2丁目5番1号 0143-44-4422

手稲区 スーパーアークス星置店 札幌市手稲区手稲山口478-1 011-686-2300 伊達市 スーパーアークス伊達店 伊達市梅本町37-22 0142-22-0808

スーパーアークス宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢5条2丁目11-20011-684-5678

【よつ葉商品を買って当てよう！円山動物園ツアー　第1弾　実施店舗一覧】

※レシート有効期間：8/25(日)～9/23(月・祝)　応募締切：9/25(水)消印有効


