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アピア
ショップ名 ショップ名

ウエスト シティドラッグ センター 靴下屋
ウエスト ステラおばさんのクッキー センター エンパイアー
ウエスト ロッテリア センター ビーハウス星の国
ウエスト 中国麺飯店　万豚記 センター ゾフ
ウエスト ヱビスバー センター トリンプ
ウエスト 白洋舎 センター コクミン
ウエスト おみやげ工房 なとり屋 センター ローリーズファーム
ウエスト ミルキッシモ センター エルーラ
ウエスト らーめん青竜 センター アパート バイ ローリーズ
ウエスト みそラーメンのよし乃 センター ビジネスレザーファクトリー
ウエスト ゴンチャ センター ボストン
ウエスト 海へ センター イーボル
ウエスト 酔食居酒屋 山の猿 センター サンリオギフトゲート
ウエスト DHC直営店 センター エメ
ウエスト アイ マジック センター エウルキューブ
ウエスト 吉野家 センター タビオ メン
ウエスト プロント センター ソフトバンク
ウエスト 実演手打うどん 杵屋 センター マーレマーレデイリーマーケット
ウエスト 北海道カリー倶楽部おの センター とみおかクリーニング LIFE LAB.
ウエスト ろばた・焼鳥＆串カツ たま センター 久世福商店
ウエスト ファンケル センター プールスタジオ アリヴィエ
ウエスト カフェクロワッサン センター ハートダンス
ウエスト 上島珈琲店 センター アクセサリーズ ブラッサム
ウエスト なか卯 センター ミッシュマッシュ

センター 3コインズ
センター フィットフィット
センター ヴィ・ド・フランス
センター a.v.v
センター ダブルエー オリエンタルトラフィック
センター キーグス
センター イェッカヴェッカ
センター アース ミュージック ＆ エコロジー スーパー プレミアム ストア
センター 時計・貴金属 とくなが
センター ドコモショップ
センター 銀座マギー
センター テ チチ
センター ルーニィ
センター オペークドットクリップ
センター ストラ
センター オンデーズ
センター ラコレ
センター UQスポット

ＱＲ決済可能ショップ一覧



エスタ
ショップ名 ショップ名

B1F パティスリージョネス 6F ロフト
B1F 北海道スープスタンド 7F レプシィム
B1F ドトールコーヒー 7F パフューマジック
B1F コクミン 7F コーエン　ジェネラルストア
B1F ジュピター 7F グローバルワーク
B1F 小樽あんかけ処 とろり庵 7F レシィーニュ
B1F 和惣本家グゥー 8F クーレンズ
B1F ケンタッキーフライドチキン 8F ハニーズ
B1F ミスタードーナツ 8F ブリックハウスシャツ工房
B1F やん衆にしん漬 田中青果 8F ライトオン
B1F イルバール 8F ABC-MARTグランドステージ
B1F フラワー花水木 10F 回転寿司　北海道四季彩亭
B1F アイ・ミートダイニング 10F お好み焼・焼そば 風月
B1F うずらのぷりん 室蘭うずら園 10F 本格焼肉 韓国家庭料理 吾照里(オジョリ）
B1F 札幌村スイートポテト 10F 北海道×イタリアン ミアボッカ
B1F モロゾフ 10F らっきょ
B1F モスバーガー 10F らーめん そら 
B1F シロクマベーカリー スタンド 10F 元祖旭川ラーメン 梅光軒
B1F 一〇八抹茶茶廊 10F らーめん 吉山商店
B1F 吉野家 10F 函館麺厨房 あじさい
B1F はなまるうどん
B1F ジェラテリア リッチオ
B1F ルピシア
B1F とんかつ玉藤(B1)
B1F ビエンナーレ ソーザイ
B1F ビアードパパ
B1F サーティワンアイスクリーム
B1F ファンケル
B1F フルーツケーキファクトリー
B1F 菓子処 梅屋
B1F もりもと



パセオ
ショップ名 ショップ名

ウエストB1F おかゆと麺の店 粥餐庁（カユサンチン） ウエスト1F 宮越屋珈琲
ウエストB1F 実演手打うどん 杵屋 ウエスト1F お好み焼・焼そば 風月
ウエストB1F スペインバル　トーティラ フラット ウエスト1F クレアーレ by サッポロドラッグストアー
ウエストB1F 銀座ライオン ウエスト1F 北海道食市場 丸海屋
ウエストB1F 東京純豆腐（とうきょうスンドゥブ） ウエスト1F ブーランジェリー コロン
ウエストB1F そばとお酒 八雲 ウエスト1F スターバックス コーヒー
ウエストB1F ラーメン・中華 えぞっこ ウエスト1F 酒肴日和 アテニヨル
センターB1F RNA-N Resource Complex ウエスト1F 九州居酒屋 ふうり
センターB1F ヴィレッジ ウエスト1F KITAMARU（きたまる）
センターB1F ジゴ ウエスト1F 酔食居酒屋　鶏よ魚よ
センターB1F マルシェドブルーエプリュス ウエスト1F エルフレンズ
センターB1F ニコアンド ウエスト1F 生パスタと500BAR
センターB1F レコルト イースト1F スイートオブルームス
センターB1F ショッフェル イースト1F アモスタイル
センターB1F プロポーズ イースト1F ヒーリングショップ生活の木
センターB1F ファースト イースト1F スーツセレクト
センターB1F カセット イースト1F サックスバージーン
センターB1F JINS イースト1F フローラルバザー クラウディア
センターB1F ロイスクレヨン イースト1F トランテアン ソン ドゥ モード
センターB1F フランフラン イースト1F ハウス オブ ローゼ
センターB1F どんぐり共和国 イースト1F チャオパニック ティピー
センターB1F ビルケンシュトック イースト1F インタープラネット
センターB1F コロンビアスポーツウェア イースト1F マリークヮント
センターB1F ナナズグリーンティー イースト1F アインズ＆トルペ
センターB1F クリマレ バイ ディーホリック イースト1F 葡萄日和 ヨイノクチ
センターB1F HMSウォッチストア イースト1F 酒菜日和 ナマラヨシ
センターB1F プードゥドゥ イースト1F ベーセーミネット バイ ワコール
センターB1F サマンサモスモス オロフオネ イースト1F カナル4℃
センターB1F スーパーハッカ イースト1F 洋服のお直し専門店 ママのリフォーム
センターB1F 宮文刃物店 イースト1F MKミッシェルクラン
イーストB1F メラーンジュ イースト1F ディーホリック
イーストB1F クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート札幌店 イースト1F コロンビアフットウェアスペシャルティ
イーストB1F キートス イースト1F ラリン
イーストB1F パーク バイ ワンウェイ イースト1F B.L.U.E. with Four rooms
イーストB1F チュチュアンナ ラブポケット イースト1F 博多うまかもん　ぶあいそ札幌本店
イーストB1F アルシーヴ イースト1F アシックスウォーキング
イーストB1F ヘザー イースト1F オズモーシス
イーストB1F ページボーイ イースト1F アテニア
イーストB1F メディストア イースト1F アルモニー パー コンジェ ペイエ
イーストB1F サンアイリゾート イースト1F モノココ アンティーク
イーストB1F アンクルージュ イースト1F レディアゼル
イーストB1F ウィゴー
イーストB1F ノーザリー
イーストB1F 玉光堂
イーストB1F セポ
イーストB1F ウィゴー イチサンゴ
イーストB1F ラティス
イーストB1F ミコア ローリーズファーム
イーストB1F サリュ
イーストB1F シュクール アンド ヴォーグ
イーストB1F マジェスティックレゴン（※メルペイを除く）
イーストB1F レトロガール
イーストB1F レイカズン
イーストB1F ピシェ
イーストB1F ジー バイ ゴージ
イーストB1F イノセンス
イーストB1F オリーブ デ オリーブ
イーストB1F モーヴ
イーストB1F チャイハネ
イーストB1F エムズエキサイト
イーストB1F ワンアフターアナザー ナイスクラップ
イーストB1F プニュズ
イーストB1F サンキューマート



札幌ステラプレイス
ショップ名 ショップ名

センターB1F コスメキッチン センター4F アールエヌエー メディア ダブルコロン
センターB1F マークスアンドウェブ センター4F ノマド バイ ユニオン
センターB1F プラザ センター4F マンハッタンポーテージ
センターB1F ジュエッテ センター4F ジーナシス
センターB1F ロジェ・ガレ センター4F ラディエイト
センターB1F ユニゾン ウィズ センター4F ダニエル ウェリントン
センターB1F ルネッテリア センター4F チャオパニック
センターB1F シロ センター4F フレッドペリー
センターB1F トプカピ アカウント オブ ジャーニー センター4F オール オーディナリーズ
センターB1F メイクアップキッチン センター4F アディダス　オリジナルスショップ
センターB1F イア パピヨネ センター4F スムース
センターB1F ネイルズ インク センター4F ナノ・ユニバース
センターB1F ミスティック イースト4F トランジション バイ パッゾ
センターB1F ジョンマスターオーガニック セレクト イースト4F 島村楽器
センターB1F サボン イースト4F ルイス
センターB1F アットアロマ イースト4F アイディウェアリング メンズメルローズ
センターB1F バウム イースト4F アバハウス
イーストB1F ナージー イースト4F ドットケーオーエム
イーストB1F ダイアナ センター5F 靴下屋
イーストB1F ビームス センター5F マーキーズ
イーストB1F ランダ センター5F ダッドウェイ
イーストB1F ストーンマーケット センター5F ハレ
イーストB1F ピーチ・ジョン・ザ・ストア センター5F レイジブルー
イーストB1F カフェ モロゾフ センター5F エロチカ
イーストB1F ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング センター5F ザ・ノース・フェイス キッズ
イーストB1F 美容室 アローズ センター5F ウィゴー
センター1F 青山フラワーマーケット センター5F ビーセカンド
センター1F スターバックス コーヒー センター1階店 センター5F チックタック
センター1F ヴィレッジ ストア プロデュースド バイ サッポロ モノ ヴィレッジ センター5F アヴィレックス
イースト1F ポール センター5F ステューシー
イースト1F Gap/GapKids センター5F ディズニーストア
センター2F ソフ センター5F ABC-MART スポーツ
センター2F カリテ スケープ センター5F フィント
センター2F ラシット センター5F ミルクフェド
センター2F ガリャルダガランテ センター5F エクストララージ/エックスガール
センター2F フリークス ストア センター5F ディッキーズ
センター2F オデット エ オディール イースト5F 三省堂書店
センター2F アーバンリサーチ センター6F 壁の穴
センター2F グレースコンチネンタル センター6F 餃子 小籠包 担々麺 北老虎
イースト2F シップス センター6F ビストロ　Cobara Hetta
イースト2F スターバックス コーヒー イースト2階店 センター6F 焼肉酒家　牛角
イースト2F ビーセカンド ロイト センター6F 遊食豚彩 いちにいさん
イースト2F ルージュ・ヴィフ ラクレ センター6F そば・うどん 花旬庵
イースト2F ノート エ シロンス センター6F 十勝豚丼いっぴん
イースト2F アンティ センター6F 鶏・豆富・魚 ととと
イースト2F セントジェームス センター6F インゾーネテーブル
センター3F エヴァム エヴァ イースト6F タリーズコーヒー
センター3F ヤヌーク
センター3F 金子眼鏡店
センター3F ヒステリックグラマー
センター3F ジョンブルプライベートラボ
センター3F ザ・ジョンソンバーガー
センター3F ビショップ
センター3F トレセンテ
センター3F ザ・ノース・フェイス プラス
センター3F ウカストア
イースト3F バースデイ・バー
イースト3F ビューティーフェイスプレミアム／ビューティーアイラッシュ
イースト3F ブルーブルーエ

イースト3F ボンチ
イースト3F ウンナナクール
イースト3F J.S. パンケーキ カフェ
イースト3F ラッシュ
イースト3F オプティックパリミキ
イースト3F マーガレット・ハウエル
イースト3F アーバンリサーチドアーズ
イースト3F アイシティ

イースト3F スミス

イースト3F ベーシック アンド アクセント


