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【札幌市 西区】
三角山

札幌市西区山の手3条11丁目1-16

011-642-6565

新川北

札幌市西区八軒10条東1丁目

011-707-5571

二十四軒

札幌市西区二十四軒4条5丁目148

011-624-0155

東発寒

札幌市西区発寒14条12丁目2-2

011-661-1297

発寒南セルフ

札幌市西区発寒4条7丁目2-3

011-661-7892

チャレンジ西野3条SS

札幌市西区西野3条7丁目1-1

011-669-8900

琴似

札幌市中央区宮の森2条1丁目1-7

011-631-1365

宮の森

札幌市中央区宮の森3条7丁目17

011-643-5871

札幌大通

札幌市中央区大通西11丁目4

011-221-8338

石山通

札幌市中央区南19条西11丁目1-1

011-561-9205

トップロード南19条

札幌市中央区南19条西11丁目2-1

011-520-2511

札幌西線

札幌市中央区南4条西14丁目1-27

011-561-0150

西２４丁目

札幌市中央区南4条西24丁目2-12

011-562-4430

南４条

札幌市中央区南4条東3丁目

011-231-2366

トップロード南9条

札幌市中央区南9条西11丁目1-1

011-561-5456

旭ケ丘

札幌市中央区南9条西21丁目5-15

011-551-4311

さとらんど丘珠

札幌市東区丘珠町638-2

011-787-5331

札幌新道

札幌市東区東苗穂5条2丁目5-11

011-782-9388

環状通

札幌市東区北14条東16丁目2-16

011-782-4921

北１５条

札幌市東区北15条東10丁目1-20

011-722-6781

元町

札幌市東区北18条東16丁目1-2

011-781-1545

北光

札幌市東区北20条東1丁目4-5

011-731-2448

伏古

札幌市東区北23条東23丁目4-9

011-783-3173

バイパス東

札幌市東区北34条東19丁目1-30

011-783-2878

ノースタウン３９

札幌市東区北39条東15丁目536

011-753-7200

札幌総合卸センター

札幌市東区北5条東4丁目

011-753-4844

北８条通

札幌市東区北7条東5丁目1-7

011-741-4616

雁来

札幌市東区本町2条11丁目9番

011-781-9645

栄町セルフ

札幌市東区北41条東2丁目

011-721-9161

チャレンジ川沿

札幌市南区川沿15条1丁目1-65

011-572-7271

川沿

札幌市南区川沿2条3丁目2-35

011-571-8323

藻岩

札幌市南区南35条西11丁目1-8

011-581-0616

藻南

札幌市南区南38条西10丁目1-8

011-581-5774

澄川3条

札幌市南区澄川3条6丁目1-13

011-817-8160

トップロード栄通

札幌市白石区栄通14丁目1-3

011-852-3133

菊水

札幌市白石区菊水3条2丁目1-28

011-822-6021

北１３条橋

札幌市白石区菊水元町2条2丁目3-10

011-872-1142

米里

札幌市白石区菊水元町6条2丁目1-1

011-871-3420

白石中央

札幌市白石区中央1条6丁目4-23

011-861-9221

白石南郷通

札幌市白石区南郷通9丁目南1-10

011-864-2151

北郷３条

札幌市白石区北郷3条7丁目9-26

011-873-9710

チャレンジ北郷新道

札幌市白石区北郷5条6丁目4-11

011-875-7071

北郷インター

札幌市白石区北郷6条7丁目2-3

011-872-7211

東白石

札幌市白石区本通14丁目北5-41

011-864-0252

札幌流通センター

札幌市白石区流通センター5丁目3-30

011-864-7665

東札幌

札幌市白石区東札幌2条4丁目1

011-811-6111

平和通

札幌市白石区平和通15丁目北23-23

011-862-4351

南郷16丁目セルフ

札幌市白石区南郷通16丁目北1-21

011-864-4700

札幌旭町

札幌市豊平区旭町3丁目75

011-811-0141

西岡

札幌市豊平区西岡1条9丁目4-16

011-855-7820

羊ケ丘

札幌市豊平区福住2条1丁目26

011-851-6303

トップロード平岸

札幌市豊平区平岸3条7丁目1-25

011-821-4659

南平岸

札幌市豊平区平岸6条13丁目4-1

011-821-6792

美園

札幌市豊平区美園4条7丁目1

011-831-7207

美園

札幌市豊平区美園3条7丁目3番

011-822-8034

豊平セルフ

札幌市豊平区豊平4条5丁目1番20号

011-822-7064

トップロードあいの里

札幌市北区あいの里2条1丁目20-3

011-774-7544

篠路

札幌市北区篠路3条4丁目5-12

011-774-1011

チャレンジ新琴似

札幌市北区新琴似11条13丁目6-24

011-769-3663

新川バイパス

札幌市北区新川3条6丁目1-28

011-761-7862

新川中央

札幌市北区新川4条13丁目626-6

011-763-5115

新川西

札幌市北区新川西1条4丁目1-3

011-761-2560

百合が原

札幌市北区百合が原10丁目1-1

011-772-8696

北１０条

札幌市北区北10条西3丁目16

011-736-2201

北１９条

札幌市北区北19条西5丁目2-1

011-758-1666

新川南

札幌市北区北23条西14丁目10

011-756-3535

新川東

札幌市北区北31条西14丁目159

011-709-5411

石狩インター

札幌市北区北32条西2丁目2-25

011-757-8846

石狩街道セルフ

札幌市北区篠路3条1丁目1番1号

011-773-1841

ＢＩＧ-Ｓ-新琴似

札幌市北区新琴似6条17丁目1-8

011-765-4781

厚別通西

札幌市厚別区厚別西5条1丁目1番27号

011-893-2565

トップロード厚別

札幌市厚別区厚別中央3条2丁目16-1

011-891-2543

チャレンジ新札幌

札幌市厚別区厚別中央3条6丁目1-11

011-894-8412

あつべつ東

札幌市厚別区厚別東4条2丁目4-18

011-897-1051

ベニータウン

札幌市厚別区上野幌3条4丁目18-1

011-895-6767

厚別南セルフ

札幌市厚別区厚別南5丁目1番1号

011-891-3434

手稲星置

札幌市手稲区稲穂1条8丁目4-25

011-683-0611

手稲

札幌市手稲区稲穂3条6丁目183-2

011-683-0898

チャレンジ下手稲通

札幌市手稲区新発寒5条6丁目1-1

011-681-2127

チャレンジ手稲インター

札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目2-7

011-661-2333

手稲前田

札幌市手稲区前田8条10丁目113-50

011-684-8848

【札幌市 中央区】

【札幌市 東区】

【札幌市 南区】

【札幌市 白石区】

ガソリンスタンド/車検

北海道エネルギー㈱
【ＥＮＥＯＳ】

220円で1ポイント

【札幌市 豊平区】

【札幌市 北区】

【札幌市 厚別区】

【札幌市 手稲区】
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【札幌市 清田区】
里塚

札幌市清田区美しが丘3条5丁目9-20

011-885-2151

平岡梅林公園

札幌市清田区平岡3条2丁目12-30

011-886-3010

平岡通

札幌市清田区平岡6条1丁目3-1

011-883-6801

コンフォート真栄

札幌市清田区真栄5条2丁目1-1

011-885-1961

パークタウン里塚セルフ

札幌市清田区里塚1条3丁目14番8号

011-881-3021

チャレンジ羊ヶ丘通

札幌市清田区清田234-1

011-887-3322

江別見晴台

江別市見晴台20-4-7

011-381-2411

江別幸町

江別市幸町11-6

011-383-6851

３番通

江別市大麻ひかり町42-4

011-387-3111

江別

江別市弥生町35番地

011-382-2785

野幌

江別市野幌末広町32番2

011-383-3161

チャレンジ岩見沢

岩見沢市10条東1丁目1-1

0126-25-8231

利根別

岩見沢市５条東15丁目1

0126-22-6666

美唄インター

美唄市東5条北5丁目1-3

0126-63-2875

チャレンジ砂川北

砂川市西1条北17丁目1-16

0125-52-4633

滝川花月町

滝川市花月町2丁目1-1

0125-24-7121

滝川朝日町

滝川市朝日町東3丁目3-3

0125-24-6639

チャレンジ滝川東町セルフ

滝川市東町8丁目300-1

0125-23-8866

チャレンジ花川中央

石狩市花川南1条5丁目1

0133-73-6284

石狩新港卸センター

石狩市新港西1丁目765-1

0133-73-7515

石狩新港

石狩市新港南1丁目19-26

0133-64-3535

チャレンジ樽川

石狩市樽川3条1丁目28

0133-73-8848

小樽駅前

小樽市稲穂2丁目18-8

0134-27-2338

朝里

小樽市新光1丁目8-1

0134-54-3888

小樽新富

小樽市新富町15-8

0134-33-0737

銭函

小樽市銭函3丁目503

0134-62-7733

Ｄ.Ｄ入船

小樽市入船1丁目3-6

0134-24-0618

小樽桜

小樽市桜5丁目7-1

0134-52-2414

西の里

北広島市西の里361-1

011-375-3375

チャレンジ大曲

北広島市大曲柏葉3丁目1-1

011-377-2355

大曲インター

北広島市大曲幸町2丁目3-12

011-377-3711

北広島

北広島市共栄町1丁目20番地5

011-372-3618

チャレンジ大曲幸町

北広島市大曲幸町7丁目1-1

011-370-3550

チャレンジ恵み野

恵庭市恵み野西3丁目1-5

0123-36-7000

恵庭

恵庭市大町3丁目2-9

0123-32-2354

千歳錦町

千歳市錦町4丁目28

0123-24-4017

トップロード千歳

千歳市住吉4丁目14-1

0123-42-5588

チャレンジ千歳駅前

千歳市清水町6丁目26

0123-23-3662

３６アヴェニュー北信濃

千歳市北信濃782-11

0123-23-8911

千歳花園

千歳市花園5丁目3－2

0123-23-4630

フレンドリー千歳

千歳市泉澤878-43

0123-24-1177

苫小牧花園

苫小牧市花園町4丁目1-15

0144-73-7703

苫小牧明清橋

苫小牧市三光町6丁目10-27

0144-36-3012

苫小牧若草

苫小牧市若草町1丁目1-30

0144-33-7856

チャレンジ新開町

苫小牧市新開町1丁目1-1

0144-57-5581

苫小牧清水町

苫小牧市清水町2-2-6

0144-34-5351

苫小牧東

苫小牧市東開町5丁目10-16

0144-52-1151

チャレンジ糸井

苫小牧市日吉町1丁目4-1

0144-74-5666

苫小牧美原

苫小牧市美原町3丁目19-19

0144-67-5955

白老

白老郡白老町高砂町2-6-6

0144-82-2155

早来

勇払郡安平町早来栄町102-3

0145-22-2785

鵡川

勇払郡むかわ町美幸3-5

0145-42-2154

浦河

浦河郡浦河町築地3丁目5-11

01462-2-2541

えりも

幌泉郡えりも町新浜8-1

01466-2-2326

亀田本町

函館市亀田本町36-8

0138-62-6060

金堀町

函館市金堀町2-33

0138-51-2500

函館港町

函館市港町1丁目17-13

0138-42-1270

函館大手町

函館市大手町20-6

0138-23-3165

函館本通

函館市本通1丁目38-6

0138-56-1190

大野新道

北斗市追分83

0138-49-3939

松前

松前郡松前町字建石56-1

0139-42-2163

喜茂別中央

虻田郡喜茂別町字伏見321

0136-33-2460

虻田

虻田郡洞爺湖町高砂町10-7

0142-76-2556

伊達

伊達市山下町173-2

0142-23-3433

伊達インター

伊達市舟岡町182-1

0142-23-4497

室蘭海岸町

室蘭市海岸町3丁目6-7

0143-22-8311

室蘭港北

室蘭市港北町1丁目5-3

0143-55-7650

室蘭高砂

室蘭市高砂町1丁目25-13

0143-46-0860

知利別

室蘭市知利別町3丁目9-14

0143-44-6050

輪西

室蘭市輪西町2丁目17-2

0143-44-5595

鷲別

登別市栄町2丁目8-6

0143-86-7699

チャレンジ音更木野

河東郡音更町木野大通西15丁目

0155-67-4616

帯広北栄

帯広市西15条南1丁目2-4

0155-36-3959

チャレンジ西５条

帯広市西1条南1丁目11

0155-24-2115

チャレンジ西１７条

帯広市西17条南5丁目7-128

0155-58-2085

エクレ

帯広市西21条南3丁目2-7

0155-36-2211

中島橋

帯広市西22条北1丁目5-16

0155-37-5441

西23条

帯広市西23条南1丁目1

0155-37-4998

環状線２３４

帯広市西23条南4丁目1

0155-33-1800

【江別市】

【岩見沢市】

【美唄市・砂川市・滝川市】

【石狩市】

【小樽市】

【千歳市・恵庭市・北広島市】

ガソリンスタンド/車検

北海道エネルギー㈱
【ＥＮＥＯＳ】

220円で1ポイント

【苫小牧・日高地区】

【函館地区】

【後志地区】

【室蘭市・登別市・伊達市】

【帯広地区】
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大通１丁目

帯広市大通南1丁目19

0155-25-5593

札内中央

中川郡幕別町札内西町60-4

0155-25-3888

チャレンジ釧路東

釧路郡釧路町桂木4-10-3

0154-39-4800

釧路幸町

釧路市幸町14丁目2

0154-22-5909

セルフ千代ノ浦

釧路市千代ノ浦2-8

0154-44-1500

中園町

釧路市中園町7-8

0154-64-5077

チャレンジ鳥取

釧路市鳥取大通6丁目7-1

0154-51-2182

緑ヶ岡

釧路市緑ケ岡2丁目1-30

0154-41-3901

厚岸白浜

厚岸郡厚岸町白浜町14-1

0153-52-2429

中標津

標津郡中標津町西4条北1丁目1

0153-72-2577

標津

標津郡標津町南7条西1丁目1-8

01538-2-2172

別海

野付郡別海町別海常盤町146

0153-75-2633

中春別

野付郡別海町中春別東町87

0153-76-2469

羅臼

目梨郡羅臼町礼文町225-2

01538-7-2051

弟子屈

川上郡弟子屈町朝日1丁目4-30

0154-82-2155

摩周湖

川上郡弟子屈郡摩周1丁目7-6

0154-82-2361

足寄

足寄郡足寄町南6条1丁目22

0156-25-2161

イーストポイント

根室市松本町4丁目5番地

0153-24-5911

根室明治町

根室市明治町1丁目35-2

0153-24-5858

旭川大橋

旭川市4条西4丁目2461

0166-22-4522

旭川４条

旭川市4条通11丁目左1号

0166-26-3465

旭神町

旭川市旭神町17-38

0166-66-1515

永山中央

旭川市永山3条6丁目1-6

0166-49-1515

チャレンジ永山南

旭川市永山町3丁目103-32

0166-47-2411

旭川北

旭川市永山町9丁目19-7

0166-47-1298

チャレンジ旭川神楽

旭川市神楽5条13丁目1-1

0166-61-2097

チャレンジ旭川西

旭川市忠和4条5丁目4-14

0166-63-3305

旭川東４条

旭川市東4条2丁目1-13

0166-23-1385

東光２条

旭川市東光2条5丁目3-1

0166-32-9057

北見とん田

北見市とん田西町302-2

0157-25-6181

オートステージ夕陽ヶ丘

北見市高栄東町1丁目25-7

0157-23-7444

常盤

北見市常盤町3丁目2-17

0157-24-8373

あかつきニュータウン

北見市大正95-17

0157-36-5300

チャレンジ三輪

北見市中央三輪9丁目3-1

0157-36-0038

東相の内

北見市東相内町165-3

0157-36-2040

アークストリート美山

北見市美山町東1丁目137番3

0157-25-1422

北見美芳町

北見市美芳町8丁目4-16

0157-23-4360

留辺蘂

北見市留辺蘂町栄町15-7

0157-42-2415

網走台町

網走市台町3丁目4-14

0152-44-8369

番外地

網走市大曲1丁目9-5

0152-43-4681

農大通り

網走市潮見8丁目26-8

0152-44-3713

知床

斜里郡斜里町新光町64-2

0152-23-5707

Ｎｏｒｔｅ ２１

斜里郡清里町水元町12番地

0152-25-2268

遠軽

紋別郡遠軽町大通北3丁目1-7

0158-42-2581

紋別

紋別市港町5丁目2-1

0158-23-4494

枝幸

枝幸郡枝幸町幸町189番地

0163-62-1107

浜頓別

枝幸郡浜頓別大通4丁目11

豊富

天塩郡豊富町大通1丁目

0162-82-2361

潮見

稚内市潮見1丁目7-28

0162-33-5121

萩見

稚内市萩見3丁目15-25

0162-34-7711

札幌車検センター

札幌市東区本町2条11丁目1-3

011-785-1055

発寒車検センター

札幌市西区発寒14条12丁目2-55

011-665-6900

島松車検センター

北広島市島松200-4

011-370-7977

銭函車検センター

小樽市銭函3丁目503-3

0134-61-3330

苫小牧車検センター

苫小牧市新開町1丁目10-7

0144-57-2666

函館車検センター

函館市港町1丁目17-10

0138-45-1455

室蘭車検センター

室蘭市港北町1丁目5-3

0143-58-2222

釧路車検センター

釧路市鳥取大通6丁目7-1

0154-51-2213

帯広車検センター

帯広市西20条南1丁目14-31

0155-38-5252

旭川車検センター

旭川市永山3条6丁目1-10

0166-49-1818

北見車検センター

北見市中央三輪9丁目3-7

0157-36-4655

南オートガス

札幌市中央区南10条西10丁目

011-511-7018

北オートガス

札幌市北区北23条西2丁目

011-757-2144

豊川町ステーション

北海道函館市豊川町22-2

0138-22-7792

中島町ステーション

北海道函館市中島町31-15

0138-55-4285

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松陰町ＳＳ

北海道函館市松陰町25-26

0138-53-5088

広野町ステーション

北海道函館市広野町3-1

0138-55-6894

赤川通ステーション

北海道函館市美原3丁目5-14

0138-46-0315

流通前ステーション

北海道函館市西桔梗町246-104

0138-49-1223

Dr.Driveセルフ戸倉町SS

北海道函館戸倉町30-4

0138-59-2512

本通ステーション

北海道函館市本通2丁目31-1

0138-56-6255

セルフ桐花通ステーション

北海道函館市亀田本町29-28

0138-44-0010

江差ステーション

北海道桧山郡江差町字中歌町199-10

0139-53-6242

松前ステーション

北海道松前郡松前町字福山9

0139-42-2313

北25条ステーション

札幌市東区北25条東8丁目1-5

011-752-5655

東北通ステーション

札幌市白石区栄通5丁目1-29

011-853-3541

手稲前田ステーション

札幌市手稲区前田5条6丁目3-29

011-683-6266

澄川ステーション

札幌市南区澄川6条4丁目11-12

011-813-6308

恵庭柏木ステーション

恵庭市柏木町371-2

0123-32-4069

伊達ステーション

北海道伊達市末永町64

0142-23-2760

【釧路・根室・中標津地区】

【旭川市】

【北見・網走・紋別地区】
北海道エネルギー㈱
【ＥＮＥＯＳ】

220円で1ポイント

ガソリンスタンド/車検

【稚内地区】

【その他】

【函館地区】

前側石油㈱
【ＥＮＥＯＳ】

220円で1ポイント

【札幌市・恵庭市・伊達市地区】
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アークスＲＡＲＡカード 北海道ポイント提携加盟店一覧 【店外提携先】
2019年10月1日現在
業種

企業名

付与ポイント（税込）
北見西営業所

北海道北見市とん田西町378

0157-24-3186

北見東営業所

北海道北見市大町93

0157-24-9743

北見三輪営業所

北海道北見市中央三輪7丁目446-54

0157-36-5160

夕陽ヶ丘通り営業所

北海道北見市若葉1丁目1-1

0157-36-3788

北見東相内営業所

北海道北見市東相内町660

0157-36-5060

丸紅エネルギー星置給油所【札幌市】

北海道札幌市手稲区山口942（パストラル星置内）

011-691-4028

北27条営業所

北海道札幌市北区北27条西4丁目1-10

011-726-2556

太平営業所

北海道札幌市北区太平9条4丁目9-14

011-772-4191

一条橋営業所

北海道札幌市白石区菊水3条1丁目8-25

011-811-8869

白石環状営業所

北海道札幌市白石区東札幌6条6丁目5-18

011-864-2753

南4条西営業所

北海道札幌市中央区南4条西8丁目

011-251-6623

平岸環状営業所

北海道札幌市豊平区平岸1条10丁目9-3

011-822-4711

中央市場営業所

北海道札幌市西区二十四軒1条2丁目1-43

011-611-3782

八軒営業所

北海道札幌市西区八軒3条東1丁目3-16

011-611-0706

伏古営業所

北海道札幌市東区伏古7条3丁目4-2

011-781-2942

七飯ＳＳ

北海道亀田郡七飯町鳴川5丁目2番7号

0138-65-2538

札幌工場

北海道札幌市西区発寒15条3丁目927-6

011-668-3321

石狩工場

北海道石狩市新港西1丁目765-2

0133-74-3321

本社 第一自動車整備工場

北海道北広島市大曲456-8

011-376-3915

タイヤガーデン札幌中央店

北海道札幌市中央区南4条西15丁目2-5

011-563-2528

タイヤガーデン札幌新川店

北海道札幌市北区新川4条16丁目2-12

011-768-1155

タイヤガーデン札幌厚別店

北海道札幌市厚別区厚別東5条4丁目10-30

011-898-2222

タイヤガーデン札幌元町店

北海道札幌市東区北26条東21丁目4-8

011-780-1155

タイヤガーデン札幌里塚店

北海道札幌市清田区真栄3条2丁目23-10

011-885-1221

タイヤガーデン千歳店

北海道千歳市富士4丁目1-10

0123-49-2701

タイヤガーデン函館店

北海道函館市昭和3丁目36-6

0138-34-4466

ヨコハマタイヤリテール北海道流通店

北海道旭川市流通団地2条2丁目

0166-46-2525

ヨコハマタイヤリテール北海道豊岡店

北海道旭川市豊岡15条8丁目１1-1

0166-34-5858

タイヤガーデン旭川店

北海道旭川市忠和5条8丁目2-45

0166-62-6980

カラオケグランプリ イースト店

北海道札幌市東区北23条東7丁目5-1 美香保ビル1階

011-750-5005

カラオケグランプリ ＡＮＮＥＸ帯広店

北海道帯広市西2条南10丁目4番地 銀座ビル1Ｆ

0155-20-3000

イツモパーキング新千歳空港

苫小牧市美沢185-31

050-3381-6000

㈱麻生自動車センター

麻生自動車学校

北海道札幌市北区北36条西5丁目1-1

011-726-5251

㈱岩見沢自動車学校

岩見沢自動車学校

北海道岩見沢市鳩が丘2丁目17‐26

0126-22-0307

㈱恵庭自動車学校

恵庭自動車学校

北海道恵庭市黄金北2丁目1-3

0123-32-2302

㈱江別自動車学校

江別自動車学校

北海道江別市東野幌232-1

011-382-9111

㈱江別自動車学校

大麻ドライビングスクール

北海道江別市大麻北町523

011-398-2525

㈱恵新自動車学園

小樽自動車学校

北海道小樽市新光2丁目20-33

0134-54-8131

㈱東江別自動車センター

北広島自動車学校

北海道北広島市共栄16番地１

011-373-4811

㈱苗穂自動車学園

ＫＤＳ釧路自動車学校

北海道釧路市芦野5丁目12-1

0154-37-1115

学校法人谷内学園

札幌東自動車学校

北海道札幌市豊平区月寒東2条10丁目4-27

011-851-8151

㈱マツダ自動車教習所

白石中央自動車学園

北海道札幌市白石区本郷通2丁目南5-33

011-861-3334

㈱砂川自動車学校

砂川自動車学校

北海道砂川市東5条北8丁目1-1

0125-52-2266

㈱恵新自動車学園

伊達自動車学校

北海道伊達市館山町37番地8

0142-25-6131

中央バス自動車学校

北海道札幌市北区新琴似8条17丁目1-1

011-764-2525

㈱恵新自動車学園

手稲自動車学校

北海道札幌市手稲区星置2条1丁目13-1

011-683-5131

㈱苫小牧ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ

苫小牧ドライビングスクール

北海道苫小牧市拓勇東町8丁目6－28

0144-55-7191

㈱苫小牧中野自動車学校

苫小牧中野自動車学校

北海道苫小牧市新中野町2丁目18-11

0144-32-6204

㈱中標津町自動車学校

中標津町自動車学校

北海道標津郡中標津町丸山2丁目26

0153-72-2417

㈱名寄自動車学園

名寄自動車学園

北海道名寄市字徳田231-4

01654-3-7171

(有)萩野自動車学校

はぎの自動車学校

北海道白老郡白老町石山26-5

0144-83-2115

㈱函館中央自動車学校

函館中央自動車学校

北海道函館市西桔梗町515番地1

0138-49-2231

（社）北海道クミアイ自動車学園

北海道クミアイ自動車学校

北海道旭川市永山北3条8丁目

0166-48-1141

㈱芽室自動車学校

芽室自動車学校

北海道河西郡芽室町東3条10丁目1

0155-62-2226

㈱藻南自動車学校

もなみ自動車学校

北海道札幌市南区川沿10条2丁目7番20号

011-571-8862

㈱恵新自動車学園

余市自動車学校

北海道余市郡余市町富沢町6丁目12番地

0135-22-3393

北海道札幌市中央区南14条西7丁目1-10

【代】011-512-1111

地崎商事㈱
【ＥＮＥＯＳ】

湊商事㈱ 【コスモ石油】

カー用品

カラオケ
レンタカー＆パーキング

自動車学校
【２４校】

電話番号
0126-24-7321

220円で1ポイント

ガソリンスタンド/車検

自動車整備

住所
北海道岩見沢市大和3条8丁目

北見石油販売㈱
【ＥＮＥＯＳ】
【丸紅エネルギー】

330円で1ポイント

事業所・店舗名変更
大和営業所

サンシン油業㈱ 【三井石油】

220円で1ポイント

330円で1ポイント

大黒自工㈱

330円で1ポイント

㈱ウイング

330円で1ポイント

㈱ヨコハマタイヤリテール北海道

330円で1ポイント

グランプリレジャーシステム㈱

330円で1ポイント

㈱Ｉ．Ｄ．Ｍノースランド

100円で１ポイント

㈱中央バス自動車学園

110円で1ポイント

【札幌地区】
株式会社博善社(札幌)

博善斎場/西区博善斎場/東区博善斎場/北野博善斎場/多目的ホールやまはな
北海葬祭株式会社

北海道札幌市中央区南26条西14丁目1-15

【代】011-561-3344

北海道札幌市中央区南3条西9丁目998-14

【代】011-242-4242

北海斎場/札幌中央斎場/ていね北海斎場
株式会社公益社
南郷齋條/中央霊堂/太平斎場
株式会社極楽堂はなや

北海道札幌市中央区南8条西9丁目758

011-521-3126

有限会社福塚葬儀社

北海道札幌市中央区南6条西9丁目1023

011-511-1939

セレモニーホール青柳

北海道札幌市東区北19条東22丁目5-25

株式会社札幌北葬

北海道札幌市北区新川2条4丁目8-30

011-784-7300
【代】011-763-2424

ほくそうホール/ほくそうホール清田通

葬儀場

北海道葬祭業協同組合

330円で1ポイント

株式会社琴似葬儀社

北海道札幌市西区山の手2条1丁目5-16

011-611-5650

株式会社中央葬儀社

北海道札幌市手稲区前田2条11丁目13-38

011-685-3336

株式会社アイシンセレモニー

北海道札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目3-1

011-694-1194

北海道千歳市本町2丁目３１

0123-23-2309

小樽典礼株式会社

北海道小樽市稲穂3丁目4-1

0134-27-1801

有限会社丸善さとう

北海道岩内郡岩内町字高台12-1

0135-62-0182

北海道函館市末広町10-12

0138-27-1400

株式会社武田公益社 慈心院

北海道室蘭市本町１丁目1-15

0143-24-3421

株式会社大師堂佛檀店

北海道室蘭市中島町1丁目25-10

0143-46-2271

よしおか葬祭株式会社 市民斎場聖天閣

北海道室蘭市中島本町1丁目12-14

0143-45-3727

株式会社室蘭市民斎場 雲上閣

北海道室蘭市寿町3丁目16-3

0143-45-3033

北海道岩見沢市4条東14丁目1

0126-22-0878

北海道旭川市豊岡4条2丁目2-23

0166-31-3740

【千歳地区】
株式会社千恵公益社
【小樽地区】

【函館地区】
株式会社博善社(函館)
【室蘭・苫小牧地区】

【岩見沢地区】
株式会社ライフネット岩見沢公益社
【旭川・留萌地区】
有限会社中村葬儀社
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事業所・店舗名変更

住所

電話番号

【名寄地区】
株式会社はせがわ

北海道名寄市西2条南6丁目25

01654-2-3352

北海道北見市常盤町2丁目1-72

0157-23-5926

北海道釧路市旭町21-6

0154-24-2532

苗穂駅前 家族葬 クラッセwithメモリエ

北海道札幌市中央区北2条東13丁目26-43

011-218-4444

本社

北海道室蘭市寿町3丁目2-15

0143-41-4187

札幌第一交通㈱

本社

北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目1-1

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-41-6841

はまなす交通㈱ 【さわやか無線タクシー】

本社

北海道札幌市西区二十四軒3条7丁目2-33

011-640-2400

本社

北海道札幌市東区東雁来5条1丁目4-15

011-640-2400

本社

北海道千歳市青葉6丁目14-6

札幌営業所

北海道札幌市中央区北4条西13丁目1番1号

千歳営業所

北海道千歳市北斗4丁目1-30

本社

北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目8番6

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-91-6889

本社

北海道河西郡芽室町東1条5丁目14-5

0155-62-2621

北海道札幌市南区南34条西11丁目7-1

011-866-5432

北海道札幌市白石区本通19丁目北1-15

011-866-5432

平岸ハイヤー株式会社

北海道札幌市豊平区平岸2条4丁目3

011-831-8111

札幌日交タクシー株式会社 元町支店

北海道札幌市東区北二十一条東2丁目1-30

011-866-5432

小鳩交通株式会社 札幌支店

北海道札幌市西区宮の沢1条5丁目22-1

011-664-8181

協和交通株式会社

北海道札幌市白石区米里5条2-2-30

011-875-1211

北海道旭川市緑町14丁目3026-1

0166-33-3131

㈱ことぶき第一交通

北海道函館市広野町4番11号

0138-55-2525

美咲第一交通㈱

北海道函館市亀田町6-22

0138-45-7000

センターハイヤー株式会社

北海道函館市戸倉町149-1

0138-57-1221

東海ハイヤー株式会社

北海道函館市海岸町9-12

0138-41-9251

株式会社新星ハイヤー

北海道北斗市飯生1丁目10-10

0138-73-3300

道南ハイヤー株式会社

北海道函館市桔梗2丁目18-6

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-64-1070

有限会社八雲ハイヤー

北海道二海郡八雲町本町201-1

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-15-2175

有限会社桧山ハイヤー

北海道檜山郡江差町新地町8-2

0139-52-1178

北海道帯広市西18条南2丁目11

0155-33-3939

登別ハイヤー株式会社

北海道登別市大和町1丁目2-18

0143-85-3922

北見営業所

北海道北見市番場町２－２９

0157-23-4334

美幌営業所

北海道網走郡美幌町字栄町３丁目２－７

0152-73-0025

本社

北海道室蘭市日の出町2丁目44番地1号

0143-44-3156

北海道葬祭業協同組合

330円で1ポイント

葬儀場

【北見地区】
株式会社飯田葬儀社
【釧路地区】
株式会社博善社(釧路)

フラワー

㈱アンビックス

550円で1ポイント

(有)花工房夢

330円で1ポイント

【札幌地区】

【札幌地区】

100円で1ポイント

昭和交通㈱ 【さわやか無線タクシー】
千歳昭和交通㈱ 【さわやか無線タクシー】
北都交通㈱

0123-24-6000
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-67-1603
0123-40-8000

【札幌地区】
㈱ウイング
【帯広地区】

100円で2ポイント

(有）こばとハイヤー

【札幌地区】
明星自動車株式会社 藻岩支店
白石支店

タクシー

【旭川地区】
旭川中央ハイヤー株式会社
【函館地区】
北海道得タクネット加盟タクシー会社 16社

100円で1ポイント

【帯広地区】
東洋タクシー有限会社
【登別地区】

ガス
ガス・電気
ゴルフ
旅行代理店

アストモスリテイリング㈱
室蘭ガス㈱

330円で1ポイント
1,000円で3ポイント

㈱アンビックス

550円で1ポイント

新奈井江カントリークラブ

北海道空知郡奈井江町字奈井江967番地1

0125-65-4488

㈱エルディ

550円で1ポイント

アークストラベル

北海道札幌市中央区南2条西2丁目13 札専会館5階

011-223-5045

【ご予約】 カラカミ観光札幌総合予約センター

北海道札幌市中央区南3条東2丁目サンシャインビル

011-222-5222

【定山渓温泉】 定山渓ビューホテル

北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目

011-598-3223

【阿寒湖温泉】 ニュー阿寒ホテル

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8-8

0154-67-2121

【洞爺湖温泉】 洞爺サンパレス

北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1

0142-75-1111

北広島クラッセホテル

北海道北広島市中の沢316-1

011-373-3800

キャンドルリゾート小樽 朝里クラッセホテル

北海道小樽市朝里川温泉2丁目676

ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森

北海道虻田郡ニセコ町ニセコ415

0136-58-3800

大通公園 札幌クラッセホテル

北海道札幌市中央区南1条西7丁目1-2

011-281-3800

森のゆ ホテル花神楽

北海道上川郡東神楽町25

0166-83-3800

青の洞窟温泉ピパの湯 ゆ～りん館

北海道美唄市東明町3区

0126-64-3800

はぼろ温泉 サンセットプラザ

北海道苫前郡羽幌町北3条1丁目29

0164-62-3800

みついし昆布温泉 蔵三

北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞162

0146-34-2300

なんぽろ温泉 ハート＆ハート

北海道空知郡南幌町南9線西15

011-378-1126

ランプの宿 森つべつ

北海道網走郡津別町字上里738

0152-76-3333

苗穂駅前温泉 蔵ノ湯

北海道札幌市中央区北2条東13丁目

011-200-3800

びらとり温泉 ゆから

北海道沙流郡平取町字二風谷94番地

01457-2-3280

ナウマン温泉ホテル アルコ236

北海道中川郡幕別町虫類白銀町384番地1

カラカミ観光㈱

㈱アンビックス

550円で1ポイント

550円で1ポイント

宿泊・温泉

野口観光グループ

550円で1ポイント

登別 石水亭

01558-8-3111
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-147-026

【ご予約・お問合せ】野口観光グループ
【登別温泉】

0134-52-3800

北海道登別市登別温泉町203-1

0143-84-2255

【洞爺湖温泉】 洞爺 湖畔亭

北海道虻田郡洞爺町洞爺湖温泉7-8

0142-75-2211

【洞爺湖温泉】 ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

0142-75-2600

【層雲峡温泉】 層雲峡 朝陽亭

北海道上川郡上川町層雲峡温泉

01658-5-3241

【層雲峡温泉】 層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル

北海道上川郡上川町層雲峡温泉

01658-5-3911

【函館湯の川温泉】 湯元 啄木亭

北海道函館市湯川町1丁目18-15

0138-59-5355

【函館湯の川温泉】 ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風

北海道函館市湯川町1丁目18-15

0138-59-1126

【北湯沢温泉郷】 きたゆざわ森のソラニワ

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

0142-68-5522

【北湯沢温泉郷】 湯元 ホロホロ山荘

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉34

0142-68-6321

【北湯沢温泉郷】 緑の風リゾート きたゆざわ

北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2

0142-68-8126

【ビジネスホテル】 室蘭プリンスホテル

北海道室蘭市中央町1-4-9

0143-22-5555

【定山渓温泉】 章月グランドホテル

札幌市南区定山渓温泉東3-239

011-598-2231

会員制Webサービス
電気
北海道電力株式会社

300エネモポイントごとに
ＲＡＲＡポイント（300ポイント）
に交換できる！

詳しくは、
0120-956-688
[ほくでん エネモール]で検索
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アークスＲＡＲＡカード 北海道ポイント提携加盟店一覧 【店内提携先】
2019年10月1日現在
業種

テナント名

付与ポイント（税込）

会社名

対象店舗
ラルズストア平岸店
ラルズマート発寒店
ラルズストア当別店
ラルズストア宮の沢店
ラルズマート山の手店
ラルズマート真駒内店
ラルズマート北35条店
ラルズマート山鼻店
ラルズマート啓明店
ラルズマート桂岡店
ラルズマート美園店
ラルズマート伏古店
ラルズマート新ほくと店
ラルズマート当別駅前店
ビッグハウス太平店
ビッグハウス恵庭店
ビッグハウス千歳店
ビッグハウス花川店
ビッグハウス大麻店
スーパーアークス苗穂店
ビッグハウスウエスト店
ビッグハウスイースト店

㈱ラルズ

ビッグハウスサウス店
スーパーアークス星置店
スーパーアークスノース店
ビッグハウス明野店
ビッグハウス光洋店
ビッグハウスエクストラ店
ビッグハウス新川店
ビッグハウス岩見沢店
ビッグハウス野幌店
ビッグハウス白石店
スーパーアークス菊水店
スーパーアークス北24条店
スーパーアークス大曲店
スーパーアークス長都店
スーパーアークス北野店
スーパーアークス中島店
スーパーアークス伊達店
スーパーアークス月寒東店

フラワー

フラワーショップいしざか

330円で1ポイント

スーパーアークスエクスプレス店
スーパーアークス室蘭中央店
ホームストア新たかさご店
ホームストア港北店
ホームストア幌別店
スーパーアークス新琴似店
ラルズマート森店
ラルズマート久根別店
ラルズマート日乃出店
ラルズマート八雲店
㈱道南ラルズ

ラルズマート白鳥店
ラルズマート江差店
ビッグハウスアドマーニ店
スーパーアークス戸倉店
スーパーアークス大縄店
スーパーアークス七飯店
ラルズマートマルカツ店
スーパーアークスパルプタウン店

㈱道北アークス

スーパーアークス西神楽店
ビッグハウスイーストタウン店
スーパーチェーンふじ 上富良野店
フクハラ厚岸店
フクハラ愛国店
フクハラ中標津店
フクハラ春日店
フクハラ西12条店
フクハラ公立大前店
フクハラ昭和店

㈱福原

フクハラ武佐店
フクハラ中園店
フクハラ長崎屋店
フクハラすずらん台店
フクハラ桂木店
ビッグハウス中標津店
ビッグハウス釧路店
ビッグハウス旭町店
ラルズマート留辺蘂店

㈱道東アークス

ラルズマート北光店
スーパーアークス美幌店

㈱東光ストア
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東光ストア円山店
東光ストア豊平店

アークスＲＡＲＡカード 北海道ポイント提携加盟店一覧 【店内提携先】
2019年10月1日現在
業種

テナント名

付与ポイント（税込）

会社名

対象店舗
ラルズストア平岸店
ラルズマート西岡店
ラルズマート真駒内店
ビッグハウス太平店
ビッグハウス白石店
スーパーアークス北24条店
スーパーアークス菊水店
スーパーアークス大曲店
スーパーアークス月寒東店
スーパーアークスエクスプレス店
ラルズ山の手店
ラルズ当別店

㈱ラルズ

ラルズマート当別駅前店
ラルズ桂岡店
スーパーアークス山鼻店
ビッグハウス大麻店
スーパーアークス苗穂店
ビックハウス岩見沢店
スーパーアークス奥沢店

クリーニング

クリーニングace

ラルズ大麻駅前店

330円で1ポイント

ラルズ島松店
ラルズ恵み野店
スーパーアークス長橋店
スーパーアークス新琴似店
ラルズ石山店
東光ストア麻生店
東光ストア白石店
ディナーベル新道西店
東光ストア北広島店
東光ストア真栄店
東光ストア西線６条店
東光ストア豊平店
㈱東光ストア

東光ストアプロム山鼻店
東光ストア自衛隊駅前店
東光ストア藤野店
東光ストアあいの里店
ディナーベル北大前店
東光ストア行啓通店
東光ストア平岸ターミナル店
東光ストア円山店
ラルズマート啓明店
ラルズマート美園店
ラルズマート伏古店
ラルズマート北35条店
ビッグハウスエクストラ店
ビッグハウスサウス店

㈱ラルズ
クリーニング

ビッグハウス野幌店
ビッグハウス光星店

エンパイアー

ビッグハウス新川店
ビッグハウス花川店
ビッグハウスウエスト店
スーパーアークスノース店
スーパーアークス星置店
330円で1ポイント

㈱東光ストア
㈱道南ラルズ

メガネ
カフェ・飲食

東光ストア大谷地店
東光ストア南郷7丁目店
スーパーアークス七飯サウス店

三光舎ドライクリーニング

㈱道北アークス

ビッグハウスイーストタウン店

メガネのシオジリ

㈱道北アークス

ウエスタンパワーズ店

ハヤカワコーヒー ミュンヘン大橋店

㈱ラルズ

ビッグハウスエクストラ店

なじみ屋

㈱道南ラルズ

スーパーアークス大縄店

ダイソー

㈱福原

ぴあざフクハラ札内店
100円ショップ

ぴあざフクハラ西帯広店
フクハラすずらん台店

珍味

諸国名産珍味南部

㈱道北アークス

東光ストア 平岡店 2階 書籍売場
書籍

（株）東光ストア

東光ストア 藤野店 2階 書籍売場
くまざわ書店

美容室
服飾・雑貨

㈱道南ラルズ

おしゃれ館
ギフトオブハートやすらぎ
ZAKANAKA(ザカナカ)

婦人服・雑貨
anyFAM(エニィファム)
登別中央ショッピングセンター アーニス 内 11店舗名（①～⑪）
①靴・鞄販売

アーニスハンズ

②各種切手等の販売

アーニスサービスカウンター

③菓子製造小売

銘菓本舗かめや アーニス店

④食堂（飲食店）

ぱぴあ

⑤生花販売

フラワーショップかりん

⑥婦人服販売

ファッションクリエートK2

⑦クリーニング

ダイヤクリーニング アーニス店

⑧婦人服販売

Plein de vie

⑨婦人服販売

Y studio

⑩パン販売と土産物産

ドリームベーカリー アーニス店

⑪婦人服・雑貨販売

FRIEND.u

㈱福原
500円で1ポイント
1,000円で1ポイント

330円で1ポイント
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㈱道南ラルズ

㈱ラルズ

ウエスタンパワーズ店
東光ストア平岡店
東光ストア藤野店
スーパーアークス港町店
スーパーアークス港町店
スーパーアークス鳥取大通店
スーパーアークス港町店
スーパーアークス港町店

ホームストア アーニス店

アークスＲＡＲＡカード 北海道ポイント提携加盟店一覧 【店内提携先】
2019年10月1日現在
業種

テナント名

付与ポイント（税込）

会社名

対象店舗
ラルズマート島松店
ラルズストア平岸店
ラルズマート桂岡店
ラルズマート啓明店
ラルズマート美園店
ビッグハウス太平店
ビッグハウス光星店
ビッグハウス千歳店
ビッグハウス花川店

ビッグドラッグ
くすり

／㈱サンドラッグエース

330円で1ポイント

㈱ラルズ

ビッグハウス大麻店
スーパーアークス苗穂店
ビッグハウスウエスト店
ビッグハウスイースト店
ビッグハウスサウス店
スーパーアークス星置店
スーパーアークスノース店
スーパーアークス室蘭中央店
ビッグハウスエクストラ店
ビッグハウス新川店
ビッグハウス白石店

サンマルコ

㈱道北アークス

スーパーアークスウエスタン北彩都店
ラルズマート啓明店

写真・現像

パレットプラザ

330円で1ポイント

ビッグハウスエクストラ店
㈱ラルズ

ビッグハウス新川店
スーパーアークス菊水店
スーパーアークス北24条店
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アークスＲＡＲＡカード 東北ポイント提携加盟店一覧 【店外提携先】
2019年10月1日現在
業種

企業名

付与ポイント(税込）

【青森県】
㈱野村商事 【出光】

㈱小鹿産業 【出光】

湊商事㈱ 【コスモ石油】

330円で1ポイント

㈱オリワン 【オリワン】／【ＥＮＥＯＳ】

太洋石油㈱ 【伊藤忠エネクス】

住所

電話番号

330円で1ポイント

330円で1ポイント

220円で1ポイント

330円で1ポイント

出光興産 旭町給油所

青森県

むつ市

旭町6-6

0175-29-1940

青森南店

青森県

青森市

金沢4-15-18

017-722-2658

セルフ栄町

青森県

青森市

栄町2-3-4

017-742-9785

セルフ青葉店

青森県

青森市

青葉3-9-13

017-739-5122

セルフ宮園店

青森県

弘前市

大字青山5-26-1

0172-38-2111

セルフ東大野店

青森県

青森市

東大野1丁目4－26

017-718-4120

沖館店

青森県

青森市

篠田3丁目1－25

017-766-7776

セルフつがる給油所

青森県

五所川原市

唐笠柳藤巻628-3

0173-38-5877

セルフたむかいＣＳ

青森県

八戸市

田向字間ノ田18

0178-71-1108

沖館給油所

青森県

青森市

沖館5-5-1

017-782-5908

カーパレット セルフ類家ＳＳ 【昭和シェル】

青森県

八戸市

類家5-10-2

0178-44-7740

カーパレット セルフ旭ヶ丘ＳＳ【昭和シェル】

青森県

八戸市

妙字西平8-1

0178-34-1774

浜市川サービスステーション【昭和シェル】

青森県

八戸市

市川町字市川43-2

0178-52-7740

青葉サービスステーション 【昭和シェル】

青森県

八戸市

青葉1-1-1

0178-44-5055

江陽サービスステーション 【ナナヨウ】

青森県

八戸市

江陽5-6-25

0178-22-7740

田子サービスステーション 【ナナヨウ】

青森県

三戸郡

田子町田子字風張12-19

0179-32-2717

白銀サービスステーション 【ナナヨウ】

青森県

八戸市

白銀5-12-1

0178-33-3774

ベンリー八戸千葉高通り店 【ベンリー】
階上給油所

青森県

八戸市

類家1丁目2-6

0178-73-1090

青森県

三戸郡

階上町大字道仏字耳ヶ吠33-143

0178-88-4567

三戸給油所

青森県

三戸郡

三戸町大字川守田字雀館11-1

0179-22-3171

田子(たっこ）給油所

青森県

三戸郡

田子町大字田子字上野ノ下91-9

0179-32-2052

南部給油所

青森県

三戸郡

南部町大字沖田面字久保154

0179-34-2823

舘給油所

青森県

八戸市

大字櫛引字上川原3-11

0178-27-3671

ミス・ビードル給油所 【オリワン】

青森県

三沢市

緑町3丁目2-3

0176-53-5333

セルフ三沢給油所 【ENEOS】
諏訪給油所

青森県

三沢市

中央町4丁目11-20

0176-53-2940

青森県

八戸市

諏訪1-15-12

0178-45-5781

鉄工団地給油所

青森県

八戸市

河原木字浜名谷76-351

0178-28-3394

北高前給油所

青森県

八戸市

湊町字下大久保道14-11

0178-34-1065

根城給油所 【伊藤忠エネクス】

青森県

八戸市

根城2丁目30-22

0178-45-8122

青森県

八戸市

新井田西2-21-11

0178-30-2840

青森県

上北郡

東北町旭北1-646

0176-56-2121

(有）蛯名石油 【昭和シェル】

330円で1ポイント

ＡＳＴＡ新井田店 【丸紅エネルギー】
小川原湖給油所

㈱田島石油 【モービル石油】

220円で1ポイント

十和田給油所

青森県

十和田市

穂並町2番58号

0176-23-6770

十和田東ＳＳ

青森県

十和田市

東一番町2-48

0176-22-5180

マイハート102ＳＳ

青森県

十和田市

西二十一番町24－25

0176-23-5863

十和田南ＳＳ

青森県

十和田市

稲生町19-21

0176-23-6215

大字三本木字並木西178-5

0176-25-2311

220円で1ポイント

ササキ石油販売㈱ 【ＥＮＥＯＳ】

220円で1ポイント

セルフＡＭ１カーステーション

青森県

十和田市

㈱エコー（ＪＡ十和田おいらせグループ）【ＪＡ】

330円で1ポイント

ももいし給油所

青森県

上北郡

おいらせ町字上前田75-1

0178-52-2556

(有）須藤善石油 【モービル石油】

330円で1ポイント

黒石駅前セルフステーション

青森県

黒石市

1番町173

0172-52-2224

八食センター前給油所 【出光】

青森県

八戸市

河原木字前谷地59-1

0178-29-1013

八戸給油所 【ゼネラル】

青森県

八戸市

城下3丁目13-21

0178-46-2485

セルフステーション下長

青森県

八戸市

長苗代2-22-16

0178-28-5878

セルフステーション福地

青森県

三戸郡

南部町小泉字上舘野29-1

0178-84-2870

笹子ＳＳ

青森県

八戸市

是川字三十刈頭9-65

0178-96-6488

八戸工大前ＳＳ

青森県

八戸市

妙字体大開86-1

0178-25-3252

城下ＳＳ

青森県

八戸市

城下1-9-10

0178-43-5709

八戸駅通りＳＳ

青森県

八戸市

長苗代字二日市11-2

0178-27-4561

本社ショールーム

青森県

八戸市

城下1丁目11-2

0178-43-1151

セルフステーション湊高台店

青森県

八戸市

湊高台3丁目5番3号

0178-33-8707

二戸ＳＳ店

岩手県

二戸市

堀野字東側11-1

0195-23-2443

水沢ＳＳ

岩手県

奥州市

水沢区西町130-5

0197-23-3735

セルフ水沢北ＳＳ

岩手県

奥州市

水沢区佐倉河中ノ町60番地

0197-24-4279

台町ＳＳ

岩手県

奥州市

水沢区台町53番地

0197-25-2937

江刺ＳＳ

岩手県

奥州市

江刺区愛宕字観音堂沖236

0197-35-6279

セルフ北上東ＳＳ

岩手県

北上市

中野町3丁目1－1

0197-65-4804

水沢区斉の神89-1

0197-25-2515

盛町字木町6-19

0192-27-7161

八戸燃料㈱ 【コスモ石油】

北日本石油㈱【コスモ石油】
【岩手県】
岩手食品工業㈱ 【昭和シェル】

(有）小沢商会 【コスモ石油】

330円で1ポイント

330円で1ポイント

330円で1ポイント

【店舗名】
330円で1ポイント

330円で1ポイント

イワセキ㈱ 【ＥＳＳＯ】

330円で1ポイント

エクスプレス日高ＳＳ

岩手県

奥州市

水野石油㈱ 【出光】

330円で1ポイント

盛バイパス給油所

岩手県

大船渡市

久慈駅前SS【コスモ石油】

岩手県

久慈市

中央3-41

0194-53-2303

久慈川貫SS【丸紅エネルギー】
西仙北給油所

岩手県

久慈市

川貫6-34-1

0194-53-9008

岩手県

盛岡市

本宮1丁目2番12号

019-635-8788

黒川給油所

岩手県

盛岡市

黒川22地割13番2号

019-696-2007

小松商店

青森県

九戸郡

洋野町種市23-81-8

0194-65-2334

車検のコバック 八戸類家店

青森県

八戸市

類家5丁目10-13

0178-43-7740

板金のモドーリー八戸沼館店

青森県

八戸市

沼館4丁目1-47

0178-46-1300

㈱細谷地
【コスモ石油】／【丸紅エネルギー】

自動車学校

市町村

330円で1ポイント

八戸液化ガス㈱
【出光】／【ゼネラル】

自動車整備
／車検 等

都道府県

㈱橋本油店
【伊藤忠エネクス】／【丸紅エネルギー】

田中商工㈱ 【昭和シェル】

灯油

330円で1ポイント

330円で1ポイント

㈱ぱるじゃサービス 【ＪＡ】

ガソリンスタンド
/車検 等

330円で1ポイント

伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱
【Ｃａｒｅｎｅｘ】

㈱七洋
【昭和シェル】
【ナナヨウ】
【ベンリー】

事業所・店舗名
【店舗名】

330円で1ポイント

ムラタ㈱ 【出光】

500円で1ポイント

小松商店

330円で1ポイント

㈱七洋

330円で1ポイント

カーショップ日向(有）

330円で1ポイント

カーショップ日向

青森県

八戸市

小田1丁目5番13号

0178-28-0075

沼本自動車

330円で1ポイント

沼本自動車

青森県

八戸市

八太郎1-1-12

0178-28-2828

㈱ムジコ・クリエイト

330円で1ポイント

八戸モータースクール

青森県

八戸市

石堂4丁目7-32

0178-28-2145

タイヤガーデン石江店

青森県

青森市

大字石江字江渡9-78

017-782-5613

タイヤガーデン青森店

青森県

青森市

はまなす1丁目1-6

017-726-0604

タイヤガーデン八戸店

青森県

八戸市

大字尻内町字島田8番地2

0178-70-1333

タイヤガーデン弘前店

青森県

弘前市

堅田1-4-4

0172-33-0721

タイヤガーデン土手山店

青森県

十和田市

大字三本木字千歳森508-17

0176-22-7181

タイヤガーデン盛岡北店

岩手県

滝沢市

牧野林1052-6

019-699-1313

タイヤガーデン東和店

岩手県

花巻市

東和町土沢7区6-1

0198-42-3761

タイヤガーデン花巻店

岩手県

花巻市

桜町1丁目645

0198-23-2249

タイヤガーデン二戸店

岩手県

二戸市

金田一字上田面64-4

0195-29-1888

【青森県】

ヨコハマタイヤリテール青森㈱

330円で1ポイント

カー用品

【岩手県】
㈱ヨコハマタイヤジャパン 岩手カンパニー

330円で1ポイント

カルチャースクール

八戸液化ガス㈱

330円で1ポイント

はちえきキャンバスin八日町

青森県

八戸市

八日町8番地 八戸液化ガスビル2階

0178-46-3025

総合衣料

(有）うめや商事

110円で1ポイント

総合衣料 うめや

青森県

上北郡

東北町上北北1-34-113

0176-56-2123

生活関連

㈱細谷地

330円で1ポイント

パナソニックショップ 家電プラザほそやち

岩手県

久慈市

中央2-8

0194-53-2306

産直 まちなか

岩手県

久慈市

中町2-5-1

0194-53-1300

飲食

㈱細谷地

330円で1ポイント

農家食堂 はるな

岩手県

久慈市

長内町17-90

0194-53-4597

シャトル八戸店

青森県

八戸市

石堂4-14-12

0178-20-1406

ラベージュ根城店

青森県

八戸市

根城3丁目14-21

0178-43-7162

ラベージュ久慈門前店

岩手県

久慈市

門前第4地割28－6

0194-53-9527

工場直営店

青森県

青森市

南佃2-27-15

017-742-3945

【秋保温泉】 秋保グランドホテル

宮城県

仙台市

太白区秋保町湯元字枇杷原12-2

022-397-3131

【秋保温泉】 ホテル瑞鳳

宮城県

仙台市

太白区秋保町湯元字除26-1

022-397-1111

青森県

弘前市

茂森4-17-1

0172-33-3333

青森市

青森県

青森市

新城山田681-1

017-763-1515

弘前市

青森県

弘前市

高田1-5-22

0172-28-8080

弘前市

青森県

弘前市

大字賀田2-11-2

0172-28-0201

クリーニング

㈱ジョン
㈱東洋社

温泉・宿泊
タクシー

カラカミ観光㈱

330円で1ポイント
330円で1ポイント
550円で1ポイント

【青森県】
北星交通㈱

【営業エリア】
100円で1ポイント

【青森県】

【営業エリア】

成長タクシー（株）
グリーン交通（株）

100円で1ポイント

前田タクシー（株）
【岩手県】
タクシー/得タクネット
加盟タクシー会社

弘前市

【営業エリア】

（株）電鉄タクシー

花巻市

岩手県

花巻市

鍛冶町7-15

（株）三光タクシー

花巻市

岩手県

花巻市

二枚橋町大通り2-18-2

0198-30-2345

花巻タクシー（株）

花巻市

岩手県

花巻市

御田屋町2-46

0198-23-3389

世田米タクシー（合名） にこにこ交通

盛岡市

岩手県

盛岡市

みたけ4-41-10

019-646-2525

盛岡市

岩手県

盛岡市

岩手中央タクシー（株）

盛岡市

岩手県

盛岡市

門2-17-14
開運橋通3-38

019-654-6550
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-05-8686

（有）藤タクシー

北上市

岩手県

北上市

立花5-97-4

0197-64-2311

（株）村崎野タクシー

北上市

岩手県

北上市

村﨑野15-314-6

0197-66-2627

（株）一関平泉タクシー

一関市

岩手県

一関市

山目字三反田242番地

0191-23-5636

（有）となん交通

100円で１ポイント
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ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-23-1144

アークスＲＡＲＡカード 東北ポイント提携加盟店一覧 【店外提携先】
2019年10月1日現在
業種

企業名

付与ポイント(税込）

【秋田県】

都道府県

市町村

住所

電話番号

（有）末広自動車

横手市

秋田県

横手市

大町5-10

浮田産業交通（有）

秋田市

秋田県

秋田市

新屋町字渋谷地96-14

018-888-9600

大仙市

秋田県

大仙市

大曲通町8-26

0187-62-0050

北秋田市

秋田県

北秋田市

花園町5-11

0186-62-1411

（合資）大曲タクシー

100円で1ポイント

たかのす・ひかりタクシー（株）

タクシー/得タクネット
加盟タクシー会社

事業所・店舗名
【営業エリア】

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-32-0305

【宮城県 仙台市内】

【営業エリア】

ケイアイ タクシー

仙台市太白区

宮城県

仙台市

太白区柳生7-22-1

汐見交通（株）

仙台市宮城野区

宮城県

仙台市

宮城野区鶴巻1-3-27

2525タクシー（株）

仙台市宮城野区

宮城県

仙台市

宮城野区中野字四反田21-15

（有）フタバタクシー

仙台市宮城野区

宮城県

仙台市

宮城野区日の出町2-3-18

仙台中央タクシー（株）

仙台市宮城野区

宮城県

仙台市

宮城野区扇町5-5-20

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-364-360

（有）伊達観光交通

100円で1ポイント

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-88-9191
022-786-3282
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-19-2525
022-236-9373

仙台市泉区

宮城県

仙台市

泉区名坂字新道8-1

022-218-1292

（有）泉中央タクシー

仙台市泉区

宮城県

仙台市

泉区市名坂字樽町201-10

022-773-7989

（有）北都交通

仙台市泉区

宮城県

仙台市

泉区高森4-1-613

022-377-8910

永楽交通（株）

仙台市太白区

宮城県

仙台市

太白区東郡山1-1-11

022-248-4546

（有）秋保交通

仙台市太白区

宮城県

仙台市

太白区秋保町湯元字11-5

022-304-9855

（株）杜の都交通

仙台市太白区

宮城県

仙台市

太白区西中田7-35-14

022-306-3173

【宮城県 県内】

【営業エリア】

タクシーのぱんぷきん

石巻市

宮城県

石巻市

丸井戸3-3-8

0225-96-6626

（有）草間タクシー

角田市

宮城県

角田市

角田字町271

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-52-3652

大崎市

宮城県

大崎市

古川新堀字旭町5-1

大崎市

宮城県

大崎市

古川上古川屋敷77-1

0229-23-3033

（有）増田タクシー

名取市

宮城県

名取市

高舘吉田字前沖75-2

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-303-655

（合資）常南タクシー

亘理郡亘理町

宮城県

（有）中央タクシー

柴田郡大河原町

宮城県

（有）西古川タクシー
100円で1ポイント

（株）昭和タクシー

アークスＲＡＲＡカード 北海道・東北地区共通

0229-26-2323

亘理郡亘理町 荒浜字星５２番地

0223-35-3111

柴田郡大川原町 字西浦32-1

0224-52-2776

【店外提携先】

2019年10月1日現在
業種

企業名

付与ポイント(税込）

事業所・店舗名

都道府県

市町村

住所

電話番号

タクシー配車サービス
タクシー

チャンピオンポイント
【運営会社】モバイル・コマース・ソリューション
㈱

500チャンピオンごとに
ＲＡＲＡポイント（500ポイント）
に交換できる！

詳しくは、
03-6833-0033
[タクシーチャンピオン]で検索
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アークスＲＡＲＡカード 東北ポイント提携加盟店一覧 【店内提携先】
2019年10月1日現在
業種

テナント名

付与ポイント（税込）

会社名

対象店舗
ユニバース 東バイパス店
ユニバース 階上店

ドラッグ・ユー
／㈱サンドラッグエース

330円で1ポイント

㈱ユニバース

くすり

ユニバース 東青森店
ユニバース 南大町店
ユニバース 筒井店
ユニバース 小中野店

くすりのメイト サンタウン調剤薬局

330円で1ポイント

㈱ユニバース

ユニバース サンタウン松園店

（有）ファインファーマシー 下長店

330円で1ポイント

㈱ユニバース

ユニバース 下長店

菊池薬店 ユニバース店

330円で1ポイント

㈱ユニバース

ユニバース 堅田店

クリーニングの桃太郎 堀口店

ユニバース 堀口店

八戸白洗舎 タウンセンター店

ユニバース 八戸ニュータウン店

ラベージュ 小中野店

ユニバース 小中野店

ラベージュ 南類家店

ユニバース 南類家店

ラベージュ 十和田店

ユニバース 十和田東店

ラベージュ 階上店

ユニバース 階上店

ラベージュ 久慈ＳＣ店

ユニバース 久慈ショッピングセンター店

ラベージュ 川崎町店

ユニバース 久慈・川崎町店

ラベージュ 新井田店
ラベージュ 軽米店

クリーニング

ユニバース 湊高台店
ユニバース 福地店

ラベージュ 十和田西店

ユニバース 十和田西店

東洋社 東バイパス店

ユニバース 東バイパス店

東洋社 東青森店

ユニバース 東青森店

東洋社 大野店

ユニバース 大野店

東洋社 沖館店

ユニバース 沖館店

東洋社 筒井店

ユニバース 筒井店

東洋社 三内店

ユニバース 三内店

星光舎 ベルプラス東和店

ベルプラス東和店

星光舎 オリーブ ベルプラス桜木店

ベルプラス桜木店

星光舎 オリーブ ビッグハウス花巻店

ビッグハウス花巻店
330円で1ポイント

㈱ベルジョイス

ビッグハウス遠野店
ビッグハウス北上店

パールドライ オリーブ ビッグハウス川久保店

ビッグハウス川久保店

パールドライ オリーブ ビッグハウス巣子店

ビッグハウス巣子店

ファミリープラザかとう 青森店
ファミリープラザかとう 盛岡店

330円で1ポイント

㈱ユニバース

324円で1ポイント

㈱ユニバース

ユニバース 東バイパス店
ユニバース 盛岡南店
ユニバース 東バイパス店

ラグノオささき ユニバース堅田店

ユニバース 堅田店

ラグノオささき ユニバース東バイパス店

ユニバース 東バイパス店

ラグノオささき ユニバース三内店

ユニバース 三内店

ラグノオささき ユニバース南類家店

ユニバース 南類家店

ラグノオささき ユニバース下長店

ユニバース 下長店

ラグノオささき ユニバース八戸ニュータウン店

ユニバース 八戸ニュータウン店

ラグノオささき ユニバース十和田東店

ユニバース 十和田東店

ラグノオささき ユニバース毛馬内店

ユニバース 毛馬内店

ラグノオささき ユニバース三沢堀口店

ユニバース 三沢堀口店

ラグノオささき ユニバースむつ旭町店

ユニバース むつ旭町店

ラグノオささき ユニバース黒石駅前店
ラグノオささき ユニバース黒石富士見店

324円で1ポイント

㈱ユニバース

ユニバース 黒石駅前店
ユニバース 黒石富士見店

ラグノオささき ユニバース小中野店

ユニバース 小中野店

ラグノオささき ユニバース階上店

ユニバース 階上店

ラグノオささき ユニバース二戸堀野店

ユニバース 二戸堀野店

ラグノオささき ユニバース東青森店

ユニバース 東青森店

ラグノオささき ユニバース大野店

ユニバース 大野店

ラグノオささき ユニバース筒井店

ユニバース 筒井店

ラグノオささき ユニバース沖館店

ユニバース 沖館店

ラグノオささき ユニバース南大町店

ユニバース 南大町店

ラグノオささき ユニバース城東店

ユニバース 城東店

ラグノオささき ユニバース五所川原店

フラワー

ベルプラス松園店

星光舎 オリーブ ビッグハウス北上店

おきな屋 東バイパス店

書籍

ユニバース 軽米店

ラベージュ 福地店

星光舎 オリーブ ビッグハウス遠野店

和洋菓子

㈱ユニバース

ラベージュ 湊高台店

星光舎 オリーブ ベルプラス松園店

総合衣料

ユニバース 新井田店
330円で1ポイント

さわや書店 松園店
さわや書店 雫石店
フラワーショップ タカハシ

ユニバース 五所川原店
330円で1ポイント
330円で1ポイント
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㈱ユニバース

ユニバース サンタウン松園店

㈱ベルジョイス

ビッグハウス 雫石店

㈱ベルジョイス

ジョイス 釜石店

