
売鮮市場　テキサス　入江店 入江町12-13 23-8880

コーヒーショップあまーれ 中園7-16 25-1967

末広屋　奈賀商店 鳥取北10-15-19 51-8563

スーパーセンター　トライアル　釧路川端店 川端町1-7 21-5125

スーパーセンター　トライアル　益浦店 益浦1-10-7 92-3555

釧之助　共栄大通店 共栄大通7-2-5 23-1000

㈲立山食品センター 住吉1-9-16 41-3978

パティスリー　ミルミル 愛国東3-1-16 37-2215

不二家　ＦＣ　釧路鳥取店 鳥取大通8-7-13 55-2282

不二家　釧路中園店 中園10-14 22-5687

北海道四季彩館　釧路店 北大通14　ＪＲ釧路駅構内 25-7515

六花亭　鶴見橋店 52-6666

六花亭　春採店 春採3-19-1 44-6666

セイコーマート　カネトさとう 芦野5-15-13 36-5305

セブン‐イレブン釧路昭和南４丁目店 昭和南4-39-1 53-4370

セブン‐イレブン　北海道ＳＴ釧路店 北大通14　ＪＲ釧路駅構内 21-9131

ローソン　星が浦大通店 星が浦大通1-5-1 65-1616

沖食品ストアー 共栄大通2-1 22-2493

銘酒のさとう 愛国東1-9-4 36-5544

パン工房　Ｆｉｃｅｌｌｅ（フィセル） 若松町19-9 64-6780

ＢＩＧテキサス　緑ヶ岡店 緑ヶ岡2-29-1 42-0801

スタジオ・アン　釧路店 芦野1-27-24 39-2101

デジタルヒヤリング㈱時計台補聴器センター釧路店 末広町9-1-2 32-1515

メガネの金安　武佐店 武佐1-1-4 46-8661

メガネの金安　昭和店 昭和中央3-44-12 52-1720

かもめ薬局　釧路店 鶴ヶ岱2-2-12 44-6070

くしろ市民薬局 鶴ヶ岱2-3-4 44-0033

サンドラッグ　旭町店 川上町9-7 32-3355

サンドラッグ　鳥取大通店 鳥取大通2-2-24 65-5593

サンドラッグ　星が浦店 星が浦大通2-6-1 55-2771

たかはし薬局　はるとり店 春採8-2-15 68-4189

コンビニエンスストア等

米、パン、お酒、お茶等

時計、眼鏡、カメラ、写真館等

薬、化粧品、ドラッグストア等

釧路市プレミアム付商品券参加店　追加申込店舗一覧　【随時更新】

２０１９年１１月１５日現在

下記の名簿は、釧路市より送付される購入引換券に同封されている「釧路市プレミアム付商品券ご利用参
加店のご案内」に掲載されていない店舗の一覧です。
参加店の店頭には、ポスター等で参加店である旨を掲示しておりますので、目印にご利用ください。

【釧路地区】

生鮮食料品・スーパー・大型商業施設等

和洋菓子・お土産等



たかはし薬局　はなしのぶ店 昭和南3-10-2 55-4189

たかはし薬局　本店 共栄大通7-2-12 24-8868

たかはし薬局　柳町日赤前店 柳町2-15 32-4189

ツルハドラッグ　釧路鳥取大通中央店 鳥取大通3-13-10 68-4540

ツルハドラッグ　釧路桜ヶ岡店 桜ヶ岡4-1-4 64-9123

なの花薬局　昭和店 昭和中央3-21-13 55-5501

なの花薬局　中園店 中園町11-16 31-9977

なの花薬局　若竹店 若竹町7-23 21-6100

なの花薬局　釧路幸町店 幸町8-3-2 32-1193

日本調剤　釧路薬局 鶴ヶ岱2-3-7 44-2266

日本調剤　中園薬局 中園町6-12 25-6006

日本調剤　新栄薬局 新栄町20-2 25-2400

メモリアル薬局 愛国191-5719 39-1635

㈱ＡＯＫＩ 鳥取大通2-6-13 55-0088

アズビーファム釧路貝塚店 貝塚3-2-22　コープさっぽろ貝塚店内 44-2330

アズビーファム桜ヶ岡 桜ヶ岡4-2-22　コープさっぽろ桜ヶ岡店2F 91-4879

Ｗｅｄｇｅ　ウエッジ 光陽町29-21 23-0099

ｅｃｏ　＆　ｋｉｄｓ　ＡＫＩＲＡ　フクハラ愛国店 愛国東1-10-1　フクハラ愛国店内 38-0008

㈱丸絹　岡野絹物店 末広町6-1 25-5291

靴専門店　とまと屋 星が浦大通2-6-1 52-6676

ファッション市場サンキ　貝塚店 貝塚3-2-28 44-2711

ファッション市場サンキ　桜ヶ岡店 桜ヶ岡4-2-22 92-3511

ファッションセンターしまむら　昭和店 昭和中央4-10-7 55-4585

ファッションセンターしまむら　春採店 春採7-1-65 47-2430

ファッションセンターしまむら　星が浦店 星が浦大通3-5-7 55-5660

㈲ファッションハウス村松 米町1-1-15 41-8683

ブティック　カド 鳥取大通2-2-24　スーパーアークス内 52-2142

マックハウス　フレスポ釧路文苑店 文苑2-48-16 39-1501

ユニクロ　釧路店 昭和中央3-3-7 55-1241

ユニクロ　釧路春採店 春採7-1-68 46-8212

ゲオ　釧路貝塚店 貝塚3-2-28 44-2681

ゲオ　釧路星が浦店 星が浦大通2-5-32 55-5556

つり具センター　釧路店 末広町11-1 23-1401

㈲ミヤケ模型 北大通13-1 22-2269

㈲カネジュー池田 北大通11-2-4 25-3233

㈱青五　１００ＹＥＮ　ＰＬＡＺＡ　釧路貝塚店 貝塚3-2-28 44-3533

ＤＣＭホーマック　千代の浦店 千代の浦2-15 43-1496

ＤＣＭホーマック　中園店 中園町9-3 22-1496

ＤＣＭホーマック　星が浦店 星が浦大通2-6-36 54-2111

スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品等

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品等

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄等

本、ＣＤ、文具、事務用品、新聞販売等



オフハウス　釧路鳥取大通店 鳥取大通2-6-15 68-4068

ドコモショップ　釧路店 北大通10-1　ドコモ釧路ビル1Ｆ 0120-686-860

ドコモショップ　日専連釧路店 文苑1-2-20 0120-980-240

ドコモショップ　日専連春採店 春採7-1-24　コーチャンフォー釧路店内 0120-021-139

ハードオフ　釧路鳥取大通店 鳥取大通2-6-15 68-4067

ホビーオフ　釧路鳥取大通店 鳥取大通2-6-15 68-4069

㈱ヤマダ電機　家電住まいる館釧路店 川上町8-8 64-7011

㈱ヤマダ電機　テックランド釧路店 昭和中央3-20-1 55-5851

㈱オカモト　ピットオフ釧路 入江町12-46 21-5535

オートバックス釧路星が浦 星が浦大通1-9-30 65-6202

丸井産業㈱　新釧路店 新釧路町14-1 64-1755

㈲渡邊モーターサービス 星が浦南2-5-43 51-2455

北日本石油㈱釧路販売支店　ヒューマンハーバー鳥取ＳＳ 鳥取大通4-15-1 51-2001

北日本石油㈱釧路販売支店　マイタウン文苑ＳＳ 文苑1-22-7 39-2100

㈱東日本宇佐美  38号釧路給油所 星が浦大通5-3-32 55-2333

丸井産業㈱　本社 入江町10-5 23-2448

丸井産業㈱　入江町給油所 入江町10-3 22-9325

丸井産業㈱　大楽毛給油所 大楽毛西2-9-5 57-8605

㈱丸平　旭バイパス給油所 古川町29-6 25-8208

ミナミ石油㈱ 星が浦南2-6-5 51-8685

春の湯 武佐2-28-6 46-0268

望洋湯 春採6-4-5 42-6522

草津湯 大町6-4-15 41-1079

白樺湯 白樺台1-16-1 91-7876

栄湯 栄町1-20 22-8960

登喜和湯 中島町13-10 22-2223

丹頂湯 鳥取大通3-12-24 51-5047

かつら湯 鳥取北5-5-11 52-3975

鶴の湯 星が浦南3-4-13 52-3975

星の湯 星が浦北2-1-66 52-4889

大喜湯　昭和店 昭和中央5-11-8 55-5558

大喜湯　春採店 春採7-1-45 46-5558

いろはにほへと　幣舞橋店 末広町2-1-1浪漫座ﾋﾞﾙ1Ｆ 32-7713

海へ　釧路中央店 末広町2-1-1浪漫座ﾋﾞﾙ2Ｆ 32-2201

くし炉　あぶり家 末広町5-6 22-7777

炭火居酒屋　炎　釧路文苑店 文苑4-65-2　東陽ﾋﾞﾙ1Ｆ 37-7729

北海道魚萬　釧路栄町公園前店 栄町5-4　第２ｵﾘｴﾝﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F 22-8988

割烹、居酒屋、炉ばた等

電化製品、携帯電話、リサイクル品等

自動車関連用品、自動車整備等

ガソリンスタンド、燃料等

住宅関連、生活関連サービス等



オムライス専門店　ＡＬＯＨＡ 新富士町4-8-25 65-9894

レストラン　ココス　釧路店 新橋大通2-3-1 32-7626

川北東家 川北町7-14 23-1750

銀龍 鳥取大通8-7-12 51-8480

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　釧路星が浦大通店 星が浦大通2-5-27 55-1101

ｃａｆｅ　シエスタ 芦野5-27-5 37-3306

ピザ　テンフォー　釧路昭和店 昭和南3-15-5　アバンツァーレ昭和105号 53-1040

理美容　かみきりや 共栄大通3-2-15 65-1252

㈱クリエイトス・ハニー 暁町4-23 24-5652

エステティックサロン　てぃーだ 文苑3-50-6 37-7767

ビートルバム 武佐1-8-9 44-7711

ビートルバム　芦野店 芦野2-5-8 37-5667

ユメイロキリン 幸町7-1　釧路プリンスホテル８階　841号室 090-5076-3301

美容室ルナー 武佐1-16-19 40-2973

コープトラベル　貝塚店 貝塚3-2-28　コープさっぽろ貝塚店1階 44-2022

日専連釧路　旅行センター本店 北大通2-7 22-1021

日専連釧路　旅行センター文苑店 文苑1-2-18 39-2258

銀タクシー 桜ヶ岡2-15-15 92-4019

サツドラ　阿寒湖温泉店 阿寒町阿寒湖温泉4-5-7湖畔ビル1Ｆ 92-2210

タクシー、運転代行等

【阿寒湖温泉地区】

薬、化粧品、ドラッグストア等

食堂、レストラン、寿司、焼肉等

そば、うどん、ラーメン等

喫茶店、ファストフード、宅配サービス等

理容、美容、貸衣装等

旅行代理店、レンタカー、レンタル品等


