2018 年 9 月 15 日
各位
株式会社北洋銀行

店舗および ATM の営業について

1．店舗および店舗内 ATM について
全ての店舗および店舗内 ATM の営業を開始しております。
お客さまには、大変ご不便をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

2．店舗外 ATM について
（1）ご利用いただける店舗外 ATM は、407 ヶ所です。
詳しくは、別紙をご覧ください。

（2）ご利用いただけない店舗外 ATM は、以下の 2 ヶ所です。
・栄西（札幌市東区北 40 条東 8 丁目 2 番 1 号）
・イオン静内店（日高郡新ひだか町静内末広町 2 丁目 2 番 1 号）

※復旧状況が変わりしだい、改めてホームページにてお知らせいたします。

以上

ご利用いただける店舗外ＡＴＭについて
９月１５日（土） １０時００分現在で、ご利用いただけることが確認済みのＡＴＭは次のとおりです。
ＡＴＭの営業日および営業時間はこちらでご確認ください。

（407拠点）
地区
札幌市中央区

札幌市北区

名称

住所

バスセンター

札幌市中央区南1条東1丁目5番地

ほくでん本店

札幌市中央区大通東1丁目2番地

ＮＴＴコムウェア札幌ビル

札幌市中央区大通西7丁目3番地

地下鉄大通駅

札幌市中央区大通西1丁目

北洋ビル

札幌市中央区大通西3丁目11番地

アーバンネット札幌ビル

札幌市中央区北1条西6丁目1-2

三越

札幌市中央区南1条西3丁目８番地

地下鉄大通駅西

札幌市中央区大通西4丁目1番地

丸井今井

札幌市中央区大通西2丁目11番地

ラルズマート啓明店

札幌市中央区南11条西21丁目4番21号

地下鉄すすきの駅

札幌市中央区南4条西3丁目

ススキノ・ラフィラ

札幌市中央区南4条西4丁目

ススキノ・ラフィラ地下２階

札幌市中央区南4条西4丁目1-2

地下鉄西１８丁目駅

札幌市中央区大通西18丁目

札幌第二合同庁舎

札幌市中央区大通西10丁目

ＮＴＴ札幌病院

札幌市中央区南1条西15丁目

札幌医大附属病院２階

札幌市中央区南1条西16丁目291番地84

東光ストア西線６条店

札幌市中央区南6条西15丁目

ＮＴＴ大通１４丁目ビル

札幌市中央区大通西14丁目7番地

サッポロファクトリーフロンティア館

札幌市中央区北1条東4丁目

アピア

札幌市中央区北5条西3丁目

大丸札幌店

札幌市中央区北5条西4丁目

地下鉄東豊線さっぽろ駅

札幌市中央区北4条西2丁目

ＪＲタワー

札幌市中央区北5条西2丁目5番地

札幌エスタ店

札幌市中央区北5条西2丁目

さっぽろ東急百貨店北口

札幌市中央区北4条西2丁目1番地

ＪＲ札幌病院

札幌市中央区北3条東1丁目

交洋駅前ビル

札幌市中央区北4条西3丁目1番地

イオン札幌桑園店

札幌市中央区北9条西14丁目

ＪＲ桑園駅

札幌市中央区北11条西15丁目

札幌市中央卸売市場

札幌市中央区北12条西20丁目2番2

東光ストア円山店

札幌市中央区北1条西24丁目

渓仁会西円山病院

札幌市中央区円山西町4丁目7-25

地下鉄円山公園駅

札幌市中央区大通西26丁目

道庁本庁舎地下１階

札幌市中央区北3条西6丁目

道庁別館

札幌市中央区北3条西7丁目１番地

プロム山鼻

札幌市中央区南22条西12丁目

サッポロドラッグストアー南１１条店

札幌市中央区南11条西10丁目2番1号

東光ストア行啓通店

札幌市中央区南14条西9丁目

札幌市水道局

札幌市中央区大通東11丁目15

市立札幌病院

札幌市中央区北11条西13丁目

ラッキー新琴似四番通店

札幌市北区新琴似8条10丁目1番22号

サッポロドラッグストアー屯田店

札幌市北区屯田9条3丁目1番
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地区

札幌市東区

名称

住所

ホクレンショップフードファーム屯田８条店

札幌市北区屯田8条10丁目6番1号

スーパーエース屯田店

札幌市北区屯田5条3丁目2番23号

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番1号

北海道教育大学札幌校

札幌市北区あいの里5条3丁目1番5号

北海道医療大学病院

札幌市北区あいの里2条5丁目

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番3号

コープさっぽろあいの里店

札幌市北区あいの里1条5丁目2番1号

ＪＲ札幌駅

札幌市北区北6条西3丁目2番地

札幌駅パセオ西

札幌市北区北6条西4丁目

札幌駅パセオ

札幌市北区北6条西2丁目1番1

クレスト１８

札幌市北区北17条西4丁目21番地

藤女子大学北１６条キャンパス

札幌市北区北16条西2丁目21番地

北海道大学創成科学研究棟

札幌市北区北21条西10丁目

北海道大学医学部附属病院

札幌市北区北14条西5丁目

札幌第一合同庁舎

札幌市北区北8条西2丁目

北海道大学教養部福利厚生会館

札幌市北区北17条西8丁目

北海道大学

札幌市北区北11条西8丁目

北海道大学クラーク会館

札幌市北区北8条西8丁目

地下鉄北３４条駅

札幌市北区北33条西4丁目

スーパーアークス北２４条店

札幌市北区北２４条西９丁目２８番地

札幌市北区役所

札幌市北区北24条西6丁目1番1号

コーチャンフォー新川通り店

札幌市北区新川３条１８丁目１－１

ビッグハウス新川店

札幌市北区新川6条14丁目1-1

新琴似南

札幌市北区新琴似2条7丁目

地下鉄麻生駅

札幌市北区麻生町3丁目

イトーヨーカドー屯田店

札幌市北区屯田8条3丁目

ビッグハウス太平店

札幌市北区太平4条1丁目3-1

スーパーセンタートライアル篠路店

札幌市北区太平12条1丁目

天使病院

札幌市東区北12条東3丁目31番地

アリオ札幌店

札幌市東区北7条東9丁目2番20号

札幌総合卸センター

札幌市東区北6条東3丁目

ジェイ・アール生鮮市場北１０条店

札幌市東区北10条東5丁目7番地4

マックスバリュ光星店

札幌市東区北13条東7丁目2

西友元町北二十四条店

札幌市東区北24条東20丁目4番1号

ファミリーショップハッピー３０条店

札幌市東区北30条東8丁目1番2号

イオン札幌元町店

札幌市東区北31条東15丁目1番1号

東光ストア北栄店

札幌市東区北27条東1丁目3-1

ザ・ビッグ東雁来店

札幌市東区東雁来10条3丁目1-6

マックスバリュエクスプレス新道店

札幌市東区北34条東16丁目

スーパーエース美香保店

札幌市東区北18条東8丁目2-5

マックスバリュ元町店

札幌市東区北17条東16丁目

マックスバリュ北２６条店

札幌市東区北26条東15丁目

スーパーアークス苗穂店

札幌市東区北7条東18丁目

サッポロドラッグストアー麻生北４０条店

札幌市東区北40条東１丁目１番地

イオンモール札幌苗穂

札幌市東区東苗穂2条3丁目

勤医協中央病院

札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1

メガセンタートライアル伏古店

札幌市東区伏古13条3丁目21番1号

伏古北

札幌市東区伏古11条3丁目404番地1
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地区

札幌市白石区

札幌市厚別区

札幌市豊平区

名称

住所

東苗穂１０条

札幌市東区東苗穂10条2丁目

コープさっぽろルーシー店

札幌市白石区栄通18丁目５番３５号

スーパーアークス菊水店

札幌市白石区菊水3条5丁目1-1

イオン東札幌店

札幌市白石区東札幌3条2丁目1

ラソラ札幌

札幌市白石区東札幌3条1丁目1番1号

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番8号

菊水元町

札幌市白石区菊水元町6条1丁目8番

マックスバリュ北郷店

札幌市白石区北郷2条7丁目6番25号

ＪＲ白石駅

札幌市白石区平和通３丁目北６番１号

ラッキー菊水元町店

札幌市白石区菊水元町3条2丁目2番8号

勤医協札幌病院

札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号

地下鉄菊水駅前

札幌市白石区菊水2条2丁目217番5号

北海道がんセンター

札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号

恵和ビル

札幌市白石区中央2条3丁目

ビッグハウス白石店

札幌市白石区平和通3丁目北1番1号

白石バスターミナル

札幌市白石区東札幌2条6丁目5番1号

地下鉄白石駅

札幌市白石区東札幌2条6丁目

地下鉄南郷７丁目駅前

札幌市白石区南郷通7丁目南5-8

南郷１３丁目

札幌市白石区本郷通13丁目南1番

ラルズマート新ほくと店

札幌市白石区川下４条１丁目

もみじ台ショッピングセンター

札幌市厚別区もみじ台北7丁目1番5号

札幌フードセンター森林公園店

札幌市厚別区厚別北2条5丁目1番1号

北星学園大学

札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

ＣＡＰＯ大谷地

札幌市厚別区大谷地東3丁目3番20号

マックスバリュ厚別東店

札幌市厚別区厚別東1条1丁目3番1号

札幌市厚別区役所

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号

ＪＣＨＯ札幌北辰病院

札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2

新さっぽろアークシティ・デュオⅠ

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目

ビッグハウスイースト

札幌市厚別区厚別中央2条2丁目

マックスバリュ厚別店

札幌市厚別区厚別南5丁目816

スーパーセンタートライアル厚別店

札幌市厚別区厚別西4条2丁目

新さっぽろアークシティ・デュオ

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目

地下鉄新さっぽろ駅

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目

西友厚別店

札幌市厚別区厚別西4条6丁目

札幌大学

札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号

ラルズマート美園店

札幌市豊平区美園2条1丁目2番1号

ザ・ビッグ豊平店

札幌市豊平区豊平4条9丁目3番1号

地下鉄学園前駅

札幌市豊平区旭町4丁目

北海学園

札幌市豊平区旭町4丁目

東光ストア豊平店

札幌市豊平区豊平6条9丁目1番19号

西友福住店

札幌市豊平区福住1条3丁目32番2号

ビッグハウスエクストラ

札幌市豊平区平岸1条22丁目2-15

ザ・ビッグ西岡店

札幌市豊平区西岡3条7丁目220

地下鉄月寒中央駅

札幌市豊平区月寒中央通7丁目

月寒中央通６丁目

札幌市豊平区月寒中央通6丁目3番36号

コープさっぽろ月寒ひがし店

札幌市豊平区月寒東4条11丁目3-10

イオン札幌西岡ショッピングセンター

札幌市豊平区西岡３条３丁目４－１

福住バスターミナル

札幌市豊平区福住2条1丁目26番41号
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地区

札幌市清田区

名称

住所

ＪＣＨＯ北海道病院

札幌市豊平区中の島１条８丁目

ドコモショップ南平岸店

札幌市豊平区平岸3条12丁目1番25号

ＫＫＲ札幌医療センター

札幌市豊平区平岸1条6丁目

札幌市豊平区役所

札幌市豊平区平岸6条10丁目

マックスバリュ平岸店

札幌市豊平区平岸3条13丁目

豊平公園

札幌市豊平区豊平8条12丁目1番1号

北海道整形外科記念病院

札幌市豊平区平岸7条13丁目5-22

コープさっぽろ美園店

札幌市豊平区美園6条7丁目

中の島

札幌市豊平区中の島1条2丁目2-8

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番８８号

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番5号

ホクレンショップフードファーム平岡公園通り店 札幌市清田区里塚緑ヶ丘5丁目1-10

札幌市南区

札幌市西区

札幌国際大学

札幌市清田区清田4条1丁目4番1号

札幌市清田区役所

札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号

ラッキー清田店

札幌市清田区清田2条2丁目16番7号

フードＤ平岡食彩館

札幌市清田区平岡2条3丁目76-5

東光ストア平岡店

札幌市清田区平岡7条2丁目

イオンモール札幌平岡

札幌市清田区平岡3条5丁目

東光ストア真栄店

札幌市清田区真栄4条2丁目1－48

マックスバリュ澄川店

札幌市南区澄川4条2丁目

コープさっぽろ西岡店

札幌市南区澄川6条4丁目

東光ストア自衛隊駅前店

札幌市南区澄川3条6丁目

真駒内グリーンプラザ

札幌市南区真駒内上町3丁目2番1号

常盤

札幌市南区常盤3条1丁目5番11号

札幌市南区役所

札幌市南区真駒内幸町2丁目

石山

札幌市南区石山1条7丁目8番6号

東光ストア藤野店

札幌市南区藤野2条4丁目62番地

藻岩下

札幌市南区南33条西10丁目1番10号

ビッグハウスサウス

札幌市南区川沿15条1丁目

コープさっぽろソシア店

札幌市南区川沿5条2丁目3番地

北海道東海大学

札幌市南区南沢5条1丁目1番1号

愛全病院

札幌市南区川沿13条2丁目1-38

ザ・ビッグ石山店

札幌市南区石山2条9丁目7-58

イオン札幌藻岩店

札幌市南区川沿2条2丁目1番1号

イオンモール札幌発寒

札幌市西区発寒8条12丁目1-1

ダイイチ八軒店

札幌市西区八軒10条東5丁目2

北海道大野記念病院

札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号

宮の沢ターミナル

札幌市西区宮の沢1条1丁目17

ラッキー発寒店

札幌市西区発寒8条13丁目1番地

ビッグハウスウエスト

札幌市西区発寒7条9丁目4-33

西町北

札幌市西区西町北２０丁目1番１０号

地下鉄琴似駅

札幌市西区琴似1条5丁目

イトーヨーカドー琴似店

札幌市西区琴似2条1丁目4番1号

コトニ３・１ビル

札幌市西区琴似３条1丁目

５５８８琴似店

札幌市西区琴似2条1丁目

二十四軒

札幌市西区二十四軒1条5丁目38番地

西野

札幌市西区西野6条8丁目3番1号

コープさっぽろにしの店

札幌市西区西野3条3丁目
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地区

札幌市手稲区

石狩地区

名称

住所

マックスバリュエクスプレス発寒南駅前店

札幌市西区西町北8丁目

西友西町店

札幌市西区西町南6丁目

ホクレンショップ新発寒店

札幌市手稲区新発寒4条1丁目1番60号

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315-1

コープさっぽろ西宮の沢店

札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１２番

コープさっぽろ星置店

札幌市手稲区星置1条3丁目

スーパーアークス星置店

札幌市手稲区手稲山口495番2

ＪＲ星置駅

札幌市手稲区星置1条3丁目1番1号

ラッキー星置駅前店

札幌市手稲区星置1条2丁目

マックスバリュ新発寒店

札幌市手稲区新発寒２条１丁目１－３

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番10号

ＪＲ手稲駅

札幌市手稲区手稲本町1条4丁目

イオンスーパーセンター手稲山口店

札幌市手稲区明日風6丁目1番1号

スーパーセンタートライアル手稲店

札幌市手稲区前田5条13丁目402番地

北海道科学大学

札幌市手稲区前田7条15丁目4番1号

手稲渓仁会病院

札幌市手稲区前田1条12丁目355番地

手稲曙通

札幌市手稲区曙5条2丁目3－15

西友手稲店

札幌市手稲区前田1条11丁目

ビッグハウス千歳店

千歳市日の出1丁目942番地

広島

北広島市中央3丁目2-4

東光ストア北広島店

北広島市栄町1丁目2

セイコーマート北広島白樺店

北広島市白樺町1丁目7番地1

ＪＲ北広島駅

北広島市中央6丁目10番地

コープさっぽろエルフィン店

北広島市栄町1丁目

江別市役所

江別市高砂町6番地

マルシェ上江別ショッピングセンター

江別市上江別427番1

コープさっぽろえべつ店

江別市元江別779番地１

イオン江別店

江別市幸町35番地

ホクレンショップゆめみ野店

江別市ゆめみ野東町2

酪農学園

江別市文京台緑町569番地47

千歳市役所

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳科学技術大学

千歳市美々758番地65

イオン千歳店

千歳市栄町6丁目

コープさっぽろ向陽台店

千歳市白樺2丁目3番地

信濃

千歳市信濃2丁目704

新千歳空港ターミナルビル２階北

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル

千歳北陽

千歳市北陽1丁目12番6号

ラッキー千歳店

千歳市錦町4丁目

ＪＲ千歳駅

千歳市千代田町7丁目

新千歳空港ターミナルビル２階南

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル

ちとせモール

千歳市勇舞8-1-1

ホクレンショップ東郊店

千歳市東郊2丁目15番地

恵庭市役所

恵庭市京町1番地

イトーヨーカドー恵庭店

恵庭市恵み野西2丁目

マックスバリュ恵庭店

恵庭市恵央町11番地

恵み野病院

恵庭市恵み野西2丁目3番地5

ラルズマート島松店

恵庭市島松旭町1番地12

ＪＲ恵庭駅

恵庭市相生町501番地1
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地区

名称
コープさっぽろ恵み野店

恵庭市恵み野西５丁目３－１

ビッグハウス大麻店

江別市大麻ひかり町30-2

北翔大学

江別市文京台23番

札幌学院大学

江別市文京台11番地

藤女子大学花川キャンパス

石狩市花川南4条5丁目7番地

イオンスーパーセンター石狩緑苑台店

石狩市緑苑台中央1丁目2番

花川中央Ａ

石狩市花川南1条4丁目256番地

パストラル花川ショッピングセンター

石狩市樽川6条1丁目

コープさっぽろいしかり店

石狩市花川北3条3丁目

花川南

石狩市花川南7条5丁目306-301

ビッグハウス野幌店

江別市東野幌本町35番2

イオンタウン江別ショッピングセンター

江別市野幌町10番地1

ＪＲ大麻駅

江別市大麻中町４９番地

フードＤ

空知地区

後志地区

渡島地区

住所

ＬＩＳＴＡ店

江別市大麻北町521-29

ディスカウントストア トライアル江別大麻店

江別市大麻東町13-11

セリオおおまがり

北広島市大曲末広1丁目2番地1

スーパーアークス大曲店

北広島市大曲２６２

美唄市役所

美唄市西3条南1丁目1番1号

砂川市立病院

砂川市西4条北2丁目1番1号

砂川市役所

砂川市西6条北3丁目1番1号

深川市役所

深川市2条17番

深川市立病院

深川市6条6番1号

イオン岩見沢店

岩見沢市大和4条8丁目1番地

コープさっぽろ岩見沢東店

岩見沢市5条東12丁目

コープさっぽろ岩見沢南店

岩見沢市美園6条8丁目

ビッグハウス岩見沢店

岩見沢市大和1条9丁目1番1

岩見沢ポルタ

岩見沢市4条西3丁目

北海道教育大学岩見沢校

岩見沢市緑が丘2丁目34番地

空知総合振興局

岩見沢市8条西5丁目1番地

ＪＲ岩見沢駅

岩見沢市有明町南

赤平市役所

赤平市泉町4丁目1番地

芦別市役所

芦別市北1条東1丁目6番

イオン余市店

余市郡余市町黒川町12丁目62-1

後志総合振興局

虻田郡倶知安町北1条東2丁目17番地

コープさっぽろ倶知安店

虻田郡倶知安町北3条西4丁目3番2号

小樽商科大学

小樽市緑3丁目5番21号

小樽市役所

小樽市花園2丁目12番1号

マックスバリュ手宮店

小樽市手宮1丁目120－6

小樽駅前第２ビル

小樽市稲穂2丁目20番

ホクレンショップフードファーム朝里店

小樽市新光2丁目1-5

小樽花園

小樽市花園3丁目10-11

イオン小樽店

小樽市築港11番地

フードセンター小樽店

小樽市稲穂5丁目

小樽市立病院

小樽市若松1丁目1番

コープさっぽろ小樽南店

小樽市入船1丁目7番7号

大中山

亀田郡七飯町字大川49－7

スーパーアークス七飯店

亀田郡七飯町鳴川4丁目2-1

スーパーセンタートライアル上磯店

北斗市七重浜7丁目189番3
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地区

檜山地区

胆振地区

日高地区

上川地区

名称

住所

市立函館病院

函館市港町1丁目10番1号

イオン上磯店

北斗市七重浜4丁目

北海道教育大学函館校

函館市八幡町1番

久根別

北斗市東浜2丁目266-5

函館市役所

函館市東雲町4番

函館空港

函館市高松町511番地

スーパーアークス大縄店

函館市大繩町11番31号

函館五稜郭病院

函館市五稜郭町38番3号

渡島合同庁舎

函館市美原4丁目6番16号

函館中央病院

函館市本町33番2号

コープさっぽろひとみ店

函館市人見町8-1

スーパーアークス港町店

函館市港町1丁目1-2

コープさっぽろ湯川店

函館市湯川町1丁目

コープさっぽろ旭岡店

函館市西旭岡町3丁目3番3号

スーパーアークス戸倉店

函館市戸倉町２６３番地１

函館大学

函館市高丘町51番

東山

函館市鍛冶2丁目150番6

イトーヨーカドー函館店

函館市美原1丁目3番14号

ビッグハウスアドマーニ

函館市美原3丁目13-15

コープさっぽろいしかわ店

函館市石川町163番地1

函館昭和タウンプラザ

函館市昭和1丁目29番2号

江差町役場

檜山郡江差町字中歌町193番地

檜山振興局

檜山郡江差町陣屋町336番地3

イオン伊達店

伊達市末永町8番地1

イオン登別店

登別市若山町4丁目33

室蘭市役所

室蘭市幸町1番

日鋼記念病院

室蘭市新富町1丁目5番13号

大川原脳神経外科病院

室蘭市寿町1丁目5番2号

モルエ中島

室蘭市中島本町１丁目４－４

イオン室蘭店

室蘭市東町2丁目

輪西中核施設

室蘭市輪西町2丁目5-1

新日鐵住金㈱室蘭製鐵所

室蘭市仲町12番地

コープさっぽろしがイースト店

登別市美園町１丁目8番1号

イオンモール苫小牧

苫小牧市柳町3丁目1番20号

フードＤ沼ノ端食彩館

苫小牧市沼ノ端230番地

苫小牧市役所

苫小牧市旭町4丁目5番6号

同樹会苫小牧病院

苫小牧市新中野町3丁目

苫東

苫小牧市字柏原211番地1

ＭＥＧＡドン・キホーテ苫小牧店

苫小牧市木場町１-６-１

ビッグハウス苫小牧明徳店

苫小牧市明徳町2丁目3－1

マックスバリュ澄川町店

苫小牧市澄川町3丁目1番1号

マックスバリュ新花園店

苫小牧市花園町１丁目６－１

新生台ファミリープラザ

苫小牧市三光町5丁目6番4号

ビッグハウス明野店

苫小牧市明野新町5丁目18番27号

日高振興局

浦河郡浦河町栄丘東通56号

静仁会静内病院

日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目

西條百貨店名寄店

名寄市西4条南8丁目

イオン名寄店

名寄市徳田80-1
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地区

名称
当麻町役場

上川郡当麻町3条東2丁目

スーパーアークス西神楽店

旭川市緑ヶ丘南5条1丁目

旭川市役所

旭川市6条通9丁目

上川合同庁舎

旭川市永山6条19丁目

イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通7丁目2-5

ダイイチ旭町店

旭川市旭町1条7丁目

ダイイチ花咲店

旭川市春光１条８丁目

コープさっぽろ忠和店

旭川市忠和5条8丁目

旭川医大附属病院

旭川市緑ヶ丘東2条1丁目1-1

コープさっぽろ東光店

旭川市豊岡1条5丁目

旭川南６条通

旭川市南5条通23丁目

コープさっぽろシーナ店

旭川市永山3条15丁目76番3

北海道教育大学旭川校

旭川市北門町9丁目

コープさっぽろツインハープ店

旭川市旭神3条5丁目

ウエスタン川端店

旭川市川端町7条10丁目2213番

神楽５条

旭川市神楽5条9丁目436番81

コープさっぽろ春光店

旭川市末広4条1丁目

イトーヨーカドー旭川店

旭川市6条通14丁目

イオンモール旭川西

旭川市緑町23丁目2161番地3

旭川地方合同庁舎

旭川市宮前通東4155番地31

ベストム東神楽店

上川郡東神楽町ひじり野南1条5丁目1番1号

旭川赤十字病院

旭川市曙1条1丁目2188番地22号

ウエスタンパワーズ

旭川市永山12条3丁目

イオン旭川春光店

旭川市春光町10番地

イオン旭川永山店

旭川市永山3条12丁目2番11号

スーパーアークス

留萌地区

宗谷地区

十勝地区

釧路地区

住所

ウエスタン北彩都店

旭川市南6条通18丁目2182-2

旭川空港

上川郡東神楽町東２線

留萌市役所

留萌市幸町1丁目11番地

留萌振興局

留萌市住之江町2丁目1番地

シテイわっかない

稚内市新光町1483番地76

西條稚内店

稚内市大黒4丁目

宗谷総合振興局

稚内市末広4丁目2番27号

枝幸町役場

枝幸郡枝幸町本町916番地

池田町役場

中川郡池田町西1条7丁目

帯広市役所

帯広市西5条南8丁目1番地

ふじまるビル

帯広市西2条南8丁目1番地

ぴあざフクハラ西帯広店

帯広市西23条南3丁目

ダイイチめむろ

河西郡芽室町東6条9丁目1番地2

スーパーＯＫセンター音更店

河東郡音更町木野大通西17丁目1番4

ダイイチ啓北店

帯広市西12条北4丁目

いっきゅう

帯広市西19条南2丁目29番13号

十勝合同庁舎

帯広市東3条南3丁目1番地

イオン帯広店

帯広市西4条南20丁目

ダイイチ札内店

中川郡幕別町札内共栄町

コープさっぽろさつない店

中川郡幕別町札内豊町３０番

ダイイチみなみ野店

帯広市南の森東1丁目

イトーヨーカドー帯広店

帯広市稲田町南八線西10番1

釧路赤十字病院

釧路市新栄町21番14号
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地区

網走地区

根室地区

名称

住所

コープさっぽろ中央店

釧路市春採7丁目10番2号

ザ・ビッグ文苑店

釧路市文苑2丁目48番11号

ザ・ビッグ春採店

釧路市春採7丁目1番48号

イオンモール釧路昭和

釧路市昭和中央4丁目18番1号

釧路市役所

釧路市黒金町7丁目5番地

釧路総合振興局

釧路市浦見2丁目2番54号

コープさっぽろ桜ヶ岡店

釧路市桜ケ岡4丁目

釧路労災病院

釧路市中園町13番23号

北海道教育大学釧路校

釧路市城山1丁目

コープさっぽろ貝塚店

釧路市貝塚3丁目

釧路フィッシャーマンズワーフ

釧路市錦町2丁目4番地

ビッグハウス旭町店

釧路市川上町９丁目７番地１

釧路地方合同庁舎

釧路市幸町10丁目3番地

イオン釧路店

釧路郡釧路町桂木1丁目1番1

シティびほろ

網走郡美幌町字青山北53番地

オホーツク総合振興局

網走市北7条西3丁目1番地3

シティあばしり

網走市駒場北6丁目5-1

シティえんがる

紋別郡遠軽町2条通北1丁目

紋別市役所

紋別市幸町2丁目

シテイもんべつ

紋別市渚滑町1丁目2－1

イオン紋別店

紋別市花園町3丁目64

広域紋別病院

紋別市落石町1丁目3番

イトーヨーカドー北見店

北見市光西町185番地1

東武端野店

北見市端野町字三区

北見赤十字病院

北見市北６条東２丁目１番地

イオン北見店

北見市北進町30-1

北見メッセ

北見市三輪423番5号

根室振興局

根室市常磐町3丁目
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