
レストラン　まいづる 釧路市幣舞町4-28　釧路市生涯学習センター9階 44-4455

オムライス専門店　アロハ 釧路市新富士町4-8-25 65-9894

美食と健康彩り弁当　アロハ 釧路市新富士町4-8-25 65-9894

㈱さがみ家 釧路市末広町5-7 31-1129

ぱらだいすかふぇ 釧路市中園町7-12 32-2040

焼肉つるみ 釧路市栄町4-2 22-6695

とんき 釧路市末広町3-5 23-6101

酒肴　瓢 釧路市末広町3-5 23-6104

カフェレストラン　ポン・ヌフ 釧路市文苑1-24-3 38-0070

イタリア料理店　チェントット 釧路市浪花町12-1-16　富士マンション浪花1F 68-5554

泉屋　ソロ鳥取店 釧路市鳥取大通2-2-24　スーパーアークス鳥取大通店内 52-1583

ＹＯＵＲｓ　ＤＩＮＩＮＧ 釧路市愛国西1-11-6　ジャマイカタウン内 38-5331

レストラン　サンクス・ア・ロット 釧路市昭和中央4-9-1 53-4640

食事処　勢㐂（せき） 釧路市末広3-9 25-7555

天慎飯店 釧路市新橋大通6-1リーフタウン 25-3838

釧路倶楽部 釧路市大町1-1-11ベイサイドビル２Ｆ 65-7594

中国料理　楓林 釧路市松浦町8-2 25-0134

Joie 釧路市鳥取大通5-16-20 53-3055

さいわい食堂 釧路市幸町9-1 64-6211

展望レストラン　ワンピース 釧路市材木町21-78 43-2888

焼肉 大野屋 釧路市浦見3-4-16 41-8368

ポーシェール 釧路市鳥取大通8-8-14 070-2809-0894

㈲焼肉　万国 釧路市愛国東2丁目15-18 36-6551

焼肉　金一 釧路市昭和町4-7-4 53-6660

釧路霧のビール園 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ3Ｆ 23-5251

Restaurant&Community Iomante（イオマンテ） 釧路市末広町2-23　１階 65-1802

かつ善　新川店 釧路市新川町15-13 23-1213

朴然　春採店 釧路市春採7-1-15 47-2989

朴然　昭和店 釧路市昭和中央4-1-7 55-2989

Café Restaurant Re:season（カフェレストラン・リ・シーズン） 釧路市末広町6-2 65-9480

酪農家バル　ロールベール 釧路市末広町5-5　末広ビル１階 65-6262

しゃぶしゃぶと自然派ビュッフェ　北菜亭　釧路愛国店 釧路市愛国東4-2-1 64-7333

ぶた福 釧路市大楽毛西1-15-8 57-4635

curry&café SAMA 釧路店 釧路市芦野2-2-5 65-7741

食事処　弁慶 釧路市末広町7-1 31-0017

釧路センチュリーキャッスルホテル 釧路市大川町2-5 43-2111

Bistro La Nature 釧路市芦野5-27-18 35-1669

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。

⑳食堂、レストラン、焼き肉店等
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喰処　鮭番屋 釧路市浜町4-11 25-0503

レストラン　シトロン 釧路市桜ヶ岡2-9-13 91-2428

魚介とワインK 釧路市栄町3-1　ミヤタビル1F 24-7337

フランス料理　ガストーラ 釧路市愛国東4-6-4 64-5066

食事処　しつげん 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 090-2050-0005

釧ちゃん食堂　浜町店 釧路市浜町3-18　釧路水産センター1F 25-1117

食事処　なかやま 釧路市星が浦大通4-4-15 53-1790

RI・CASA　（リ・カーサ） 釧路市栄町4-2-5　MTヒルズ1F 24-0041

焼肉ごしき苑 釧路市文苑1-9-9 65-9141

dining bar ARUGO 釧路市栄町8-2 24-2688

三代目ホルモン　とんちゃん 釧路市末広町5ｰ5 25-5555

中華料理　芳寿園 釧路市愛国西3-18-17 36-2258

ビストロカーサ　JiZi 釧路市桜ヶ岡2-13-4 64-5517

食事処さくら 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 23-0248

魚政 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 24-5114

鳥政MOO 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 22-4129

市場亭 釧路市黒金町13-25 25-2108

岸壁　炉ばた 釧路市錦町2-4 23-0600

炭火焼　こだま 釧路市末広町2-26 25-2989

びっくりドンキー十條店 釧路市鳥取大通2-6-1 51-8123

びっくりドンキー芦野店 釧路市芦野1-1-1 37-8810

スモークハウス 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 23-0361

やきにく　燦 釧路市桜ケ岡4-4-7 65-9629

中国料理　陽陽亭 釧路市新富町15-19 24-3025

百萬里　武佐店 釧路市武佐2-2-23 090-2695-6720

焼肉大吉 釧路市若松町7-22 22-5495

カレーの店　からす亭 釧路市中園町7-16 23-3099

釧路プリンスホテル　レストラン　トップオブクシロ 釧路市幸町7-1 31-1111

釧路プリンスホテル　中国料理　錦 釧路市幸町7-1 31-1111

焼肉ダイニング　かもめ食堂 釧路市大楽毛南5-12-22 57-6616

Bistro Bar Berge Aone 釧路市川上町2-2-12 65-7788

中国料理　志仙 釧路市新栄町13-13 25-4005

いろは 釧路市仲浜町7-20 25-7168

むらかみ食堂 釧路市黒金町14-9-1　大和ビル2F 23-7721

中華屋　長右エ門 釧路市北大通5-4 45-1287

レストラン・オズ 釧路市鶴野143-13 52-5452

陽華亭 釧路市益浦3-1-2 91-5521

信田流 釧路市川上町4-2-1　ロイヤルシティーコート1F 36-4363

Rest Area Jizi愛国店 釧路市愛国東4-4-3 38-7288

レストラン泉屋　本店 釧路市末広町2-28 24-4611

イタリア料理　ポロネ 釧路市末広町2-28　泉谷本店BF 24-7747

カフェ　レスト　ポプリ 釧路市光陽町9-18

オルディネール 釧路市黒金町7-2-2 31-3622

くまねこ食堂 釧路市緑ヶ岡4-9-19 42-2088
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カフェ　くるる 釧路市北大通9-1 080-4954-9488

キッチンハーバー 釧路市西港1-100-17 64-5007

外苑 釧路市栄町3-2 24-3722

ANAクラウンプラザホテル　メインダイニング　デルナード 釧路市錦町3-7 31-4770

ANAクラウンプラザホテル　京料理　雲海 釧路市錦町3-7 31-4771

ANAクラウンプラザホテル鉄板焼　藤 釧路市錦町3-7 31-4111

Grand,jete nit&café 釧路市大楽毛南4-7-6 64-7945

暖龍 釧路市昭和中央4-18-1 64-9845

ヴィクトリアステーション 釧路市昭和中央4-18-1 55-3488

グリル　ＲＯＫＡ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7967

百萬里　双葉店 釧路市双葉町11-18 23-8929

百萬里　駅裏店 釧路市若松町4-2 22-1771

Bar de la Emi 釧路市星が浦大通1-3-28 35-1590

食事処　たかつな 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 23-0377

炉ばた　志づ川 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 080-5589-1263

和食・拉麺　北斗 釧路市鶴丘2　釧路空港内 57-6780

味富食堂 釧路市北大通9-3 22-0923

カフェレスト　ぱぴぱ 釧路市新橋大通6-1-15　リーフタウン1-A 64-6188

炭火焼肉　三千里 釧路市益浦2-18-5 91-3695

ひなた食堂 釧路市光陽町14-11 090-5196-4865

キッチン　スコット 釧路市末広町11-1-5 22-8588

エストディ　ズッパ 釧路市末広町7-1　大光ビル1F 32-0855

焼肉　こひゃん 釧路市末広町2-8-3 23-8877

Soup curry&café CRABON 釧路市栄町2-1-1 64-6571

レストラン 釧路 ソワニエ 釧路市栄町8-2　りつりんマンション1F2号 95-0902

ガストロパブ　プルト 釧路市末広町3-1-1 64-6290

山花温泉リフレ　レストランはなしのぶ 釧路市山花14-131 56-2233

焼き肉＆寿司　ありばば 釧路市末広町3-8　クリスタルビル1F 64-5523

ラーメン・呑み喰い処　美味しんぼ 釧路市昭和中央1-10-9 52-3056

六華園 釧路市愛国東4-12-6 36-6220

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

お食事処　はまゆう 釧路市若竹町16-2 24-9585

もんじゃ焼き　辨天 釧路市川北町6-1 31-5511

まる家食堂。 釧路市黒金町7-3　釧新ビル１Ｆ 95-0405

焼肉バイキング　ウエスタン　入江店 釧路市入江町12-13 31-0129

ココス　釧路店 釧路市新橋大通2-3-1 32-7626

㈲マンチキン 釧路市鶴野143-13 52-5452

サラデジャンタル　ノボ 釧路市文苑4-65-2　東陽ビル2F 38-7890

焼肉ホルモンくしろ肉酒場金ちゃん 釧路市末広町2-3　第15エーワンビル 64-1129

牛角　釧路昭和店 釧路市昭和中央3-44 52-2989

レストラン　八白 釧路市星が浦大通1-4-35 52-1713

トラットリア・バンビーノ 釧路市栄町8-23　Gビル 32-7777
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そば処○善　くしろ庵㈲ 釧路市昭和中央3-21-16 51-9463

㈲八松庵 釧路市武佐3-10-1 46-6935

宝龍 釧路市城山2-3-10 41-9456

釧路ラーメン河むら 釧路市末広町5-3 24-5334

釧路ラーメン　まるひら 釧路市浦見8-1 41-7233

㈲石川長寿庵 釧路市桜ヶ岡1-10-31 91-3697

芦野　東家 釧路市芦野2-1-12 36-4277

そば処　松風庵 釧路市黒金町6-1 22-3718

ラーメン専門店　ミハラ 釧路市中園町19-4 25-1437

春採東家分店 釧路市春採3-6-4 41-6608

麺や北町 釧路市鳥取大通7-5-12 51-1555

そば処　はま長 釧路市春日町4-5 22-5866

拉麺はちべえ 釧路市幸町7-3-10幸町ビル２Ｆ 31-1616

ぬさまい東家 釧路市南大通1-1-5 41-5768

若竹東家分店 釧路市若竹町1-13 22-4713

福龍軒 釧路市光陽町23-25 25-2771

蕎麦　くつざわ 釧路市桜ヶ岡4-2-7 65-1295

博多ラーメン　ふくちゃん 釧路市昭和中央4-3-5 51-9841

貴久屋食堂 釧路市美原4-1-24 37-6858

城山　東家 釧路市城山1-5-8 41-5360

鶴の庵そば店 釧路市鳥取大通5-3-8 51-2828

川北東家 釧路市川北町7-14 23-1750

百味庵 釧路市富士見1-1-21 41-1430

札幌らーめん日和（ひより） 釧路市昭和中央4-2-4 54-3921

ラーメン屋　夏堀 釧路市春日町4-3 35-3812

露風庵・邦紀 釧路市黒金町13-25　和商市場内 22-2662

ラーメンのいわまつ 釧路市弥生2-8-21 41-9339

昇龍天 釧路市浪花町8-3 24-8315

鳥取南八丁目東家分店 釧路市鳥取南8-8-6 51-4265

竹老園　東家総本店 釧路市柏木町3-19 41-6291

銀龍 釧路市鳥取大通8-7-12 51-8480

ラーメンたかはし 釧路市栄町3-2 22-4348

㈱東家旭 釧路市柳町8-8 24-0750

北大通　東家 釧路市北大通4-3 23-9391

更科ごまそば　竹乃庵 釧路市光陽町23-25 25-4567

東家文苑店 釧路市文苑2-15-14 38-5878

そば処　如月 釧路市愛国東4-12-1 65-7280

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。

㉑そば、うどん店、ラーメン店等
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富士見東家 釧路市富士見1-8-12 41-2543

麺屋　壱福 釧路市材木町2-6 41-1290

○二　薮そば 釧路市入江町14-19 24-9393

愛国東家 釧路市愛国東1-21-10 38-4131

ラーメンの高橋 釧路市鳥取大通3-15-20 52-0712

そば処　日本橋　イオンモール昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7178

初代らーめん　小鉄　春採店 釧路市春採7-15-20 080-5833-1515

新栄町　東家 釧路市新栄町12-11 22-2272

石臼そばと肴　だいこう 釧路市黒金町13-1 23-2882

ラーメン　釧縲 釧路市武佐1-2-15 46-0400

そば処　霧亭 釧路市釧路市北大通14-5　釧路構内 22-0329

ラーメン純水　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7192

味処日本橋　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7178

はなまるうどん　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-0870

梅風堂 釧路市新富町16-5 24-9464

鳥取東家分店（3丁目店） 釧路市鳥取大通3-12-20 51-3769

そば処　宮嶋 釧路市美原4-1-8 37-0354

そば処　頓化苑　寿庵 釧路市寿1-3-17 22-2679

辛麺屋　輪　釧路店 釧路市堀川町5-24 090-5986-5554

そば処　江戸東　大楽毛店 釧路市大楽毛西2-28-33 57-4455

ラーメンの寶龍　駅前店 釧路市黒金町13-26-3 24-7830

昇憲　魂 釧路市芦野2-2-3 65-7222

おそばやびくとりー 釧路市喜多町10-31 25-2312

喜多の味らーめん 釧路市新富士町2-6-7 51-4580

つけ麺　いちかばちか 釧路市愛国西1-11-6　ジャマイカタウン

らーめん・ぎょうざ　ばかあたり 釧路市星が浦大通1-8-11 53-6577

ラーメン純水　春採本店 釧路市春採7-2-23 46-2573

ラーメン純水　北大通店 釧路市北大通7-2 65-7444

ラーメン純水　昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7192

つぶ焼　かど屋 釧路市栄町4-1 24-4039

めん処　剛味家 釧路市武佐1-1-10 64-1788

ラーメン　三栄軒 釧路市桜ヶ岡2-24-6 91-3033

拉麺・つけ麺　穂澄 釧路市愛国3-4-1 95-0700

一龍 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル1F 22-2211

炎旨堂 釧路市鳥取大通1-5-15 050-1080-0039

そば処　五利家 釧路市愛国西1-2-3 65-5786

そば処　山藤 釧路市新橋大通2-3-6 25-8887

らぁめん華 釧路市星が浦大通2-9-22 51-5313

中華料理　山水園 釧路市桜ヶ岡2-13-7 91-9888

味や 釧路市愛国東3-6-3 64-9037

マル成　鈴音 釧路市愛国西1-11-6　ジャマイカタウンC-8 080-7959-7509
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くしろ都寿司 釧路市栄町4-9 24-2339

亀寿司 釧路市川上町3-1 25-1048

㈲三共八千代寿司 釧路市共栄大通4-1-18 23-8225

ＢＩＳＴＲＯ　Ｊ　ＢＡＲ　しゅんや 釧路市末広町4-9-4フジビル地下1Ｆ 68-4805

まつりや新橋店 釧路市新橋大通1-1-19 21-6777

まつりや春採店 釧路市春採1-13-136 42-0175

鮨処　三井 釧路市栄町3-1 24-3456

㈲喜久鮨 釧路市末広町4-1 24-7895

寿司せい乃 釧路市暁町12-23 24-9551

なごやか亭　春採店 釧路市春採7-1-10 46-2233

なごやか亭　新川店 釧路市新川町15-18 24-2033

なごやか亭　昭和店 釧路市昭和中央4-1-7 55-7581

寿司の静 釧路市昭和町1-4-12 51-8550

八千代本店 釧路市末広町3-5 22-0018

鮨の錦 釧路市愛国東2-16-18 38-2223

㈲まる金寿し 釧路市若竹町11-17 25-5945

鮨処　五衛門 釧路市愛国東2-15-16　アイランドビル1F 36-1828

千歳鮨 釧路市千歳町1-4 42-4983

柏寿し 釧路市栄町2-6-7 24-8989

港の屋台ブぅ～ 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 090-5226-4382

天楽　分店 釧路市芦野5-9-4 37-6668

㈲吉江寿司 釧路市南大通3-1-3 41-2674

松寿司 釧路市末広町5-13オリエンタルプラザ１Ｆ 65-5678

はま寿司　釧路愛国店 釧路市愛国東1-11-4 39-2020

鮨政 釧路市栄町4-1 22-4330

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。

㉒すし店
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すし酒場　笑楽 釧路市川上町5-1　5丁目ビル1F 65-5487

〇楽 釧路市栄町4-13 24-1980

炭焼鮮家　たま鳥 釧路市住之江町12-35 32-3818

炉ばた　けんたろう 釧路市緑ヶ岡2-24-7 42-9793

喰酔　軒 釧路市栄町2-13 23-5729

炉ばた　煉瓦 釧路市錦町3-5-3 32-3233

くしろ駒形家 釧路市栄町6-2 24-4658

居酒屋　辰魂 釧路市栄町3-1 24-8511

四季の味わい　醍醐 釧路市錦町5-3 23-0231

海へ　釧路中央店 釧路市末広町2-1-1浪漫座ビル２Ｆ 32-2201

いろはにほへと　幣舞橋店 釧路市末広町2-1-1浪漫座ビル１Ｆ 32-7713

くし炉　あぶり家 釧路市末広町5-6 22-7777

天ぷら料理　さくら 釧路市栄町3-2-12　栄楽街南口 31-1177

居酒屋　酒楽 釧路市北大通12-1-10 22-4083

Ｑ家 釧路市栄町3-2-1 24-2223

美味し屋　華蔵 釧路市末広町3-4　第13エーワンビル 65-8790

居酒屋　秋吉 釧路市栄町5-2 22-1221

旬鮮炉ばた　もりや 釧路市末広2丁目　ホテルパコ１Ｆ 32-0012

炭焼炉端　ちくぜん 釧路市栄町5-2 31-0301

炉ばた居酒屋　はたご家 釧路市栄町4-2 22-1717

炉ばたと釜飯の店　釜吉 釧路市栄町3-2 31-0510

ろばた　えにし 釧路市栄町3-2-1 31-2231

くしろ炭焼き居酒屋　個室のせんごく末広本店 釧路市末広2-22-1　ＬＳビル1F 22-9414

うまい肉とうまい魚　旬祭かがや 釧路市末広町3-1-2　アトレビル1F 22-3377

うるとら食堂 釧路市入江町12-42 31-5577

王将 釧路市栄町3-1 23-7578

みのりや 釧路市大楽毛1-10-29 57-4694

串あげ処　のどか 釧路市栄町2-3 35-0592

時間無制限セルフ飲み放題の店　気まま 釧路市栄町2-3 35-0592

居酒屋いながき 釧路市川上町4-1-1 090-6692-1953

居酒屋　佐良 釧路市栄町4-1 23-7103

串揚げ処　和からずや 釧路市栄町4-1 24-7667

鴨とり権兵衛 釧路市緑ヶ岡1-21-20 25-5016

炉ばた八 釧路市栄町4-2 64-1086

さかまる別邸　夕凪 釧路市末広町6-8　サンライトパレス　２階 63-6873

㈲鳥せい愛国店 釧路市愛国東2-11-17 36-8989

牡蠣居酒屋　参久 釧路市栄町3-1　スペースK-1　1F 24-2939

㉓割烹、居酒屋、炉ばた等

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。
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炉ばた　鱗 釧路市末広町2-24 22-4001

居酒屋　喜 釧路市栄町2-15 25-2223

食事・呑み処　霧笛 釧路市北大通12-2 65-6210

居酒屋　縄のれん 釧路市鳥取大通5-16-20 53-8366

山の猿　芦野店 釧路市芦野5-15-1　芦野ビル1F 39-2125

とりの介　鳥取店 釧路市鳥取大通4-12-2 55-5105

溶岩焼こじゃれ 釧路市栄町5-2 68-5886

酒楼　玉響 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ3F 65-8280

ノーザンレストラン ポーカー 釧路市栄町3-2 25-1010

ザンギ鳥松 釧路市栄町3-1 22-9761

やん衆居酒屋　釧路食堂本店 釧路市末広町12-2　駅前ホテルオアルーデ釧路1F 64-5016

やん衆居酒屋　釧路食堂芦野店 釧路市愛国東4-37-30 65-9273

やん衆居酒屋　釧路食堂末広店 釧路市末広町5-7　ナカタビル 65-9469

八千代本店　別邸　六園荘 釧路市浦見6-3-8 41-5116

ＳＥI　SＥＩ　　 釧路市川上町4-1赤ちょうちん内 090-2810-1303

キッチン　ル・マーシ 釧路市川上町4-1赤ちょうちん内 090-4246-6230

鮨　肉　酒肴　KOKOROZASHI 釧路市末広町3-4 65-5257

鉄板ONO寺 釧路市川上町4-2-1 25-2313

七輪酒肴こいき 釧路市栄町5-3 090-9515-4525

和食　直 釧路市末広町2-9　2階 090-1649-8035

食事の店　星が浦日の出 釧路市星が浦大通1-9-7 51-3030

ダイニングレストランはまぐり 釧路市栄町4-3 22-3550

ふく亭　本店 釧路市栄町4-2 24-8744

釧路ふく亭　櫂梯楼　芦野店 釧路市芦野1-2-8 65-1185

和食　ふく膳 釧路市文苑4-27-18 37-5570

居酒屋　釧之助 釧路市鳥取大通5-11-1 65-8118

焼鳥・居酒屋　串炉家 釧路市栄町4-2 090-9759-1292

ジャズソウル＆キッチン　ホットソース 釧路市末広町7-2 68-5933

くしろ　かに本陣 釧路市鳥取大通5-2-5 51-5557

四季料理　きむら 釧路市鳥取大通5-3-3 52-8880

居酒屋とんぼ 釧路市川上町3-3-3　第1舟見ビル2F 24-1341

炉ばた　ぬさまい 釧路市栄町3-2 24-5454

みのり 釧路市愛国西1-11-6 080-2875-6765

海鮮炉端　釧路っ子 釧路市栄町4-1 64-1306

居酒屋　浜っ子 釧路市栄町3-1 25-6383

小川水産 釧路市末広町5-2 68-4390

郷土料理　食事処　ちく半 釧路市北大通8-7　まつむらビル地階 52-5151

どーもどーもおお田です 釧路市栄町3-1 23-0333

天ぷら　彩 釧路市川上町4-2-1　ロイヤルシティコート１－D 24-3151

大衆居酒屋　日米 釧路市末広町2-9 22-5004

居酒屋　たきの家 釧路市黒金町9-1 25-5958

炉端　もしり家 釧路市住吉2-5-7 42-5811

癒し酒場　potion 釧路市川上町4-1　赤ちょうちん横丁内 090-5957-3192

肴バル 釧路市栄町8-1 080-3260-2262
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飲み喰い処　みやびや 釧路市光陽町23-25 24-8724

料理空間　たなか 釧路市末広町6-8 31-3773

酒房　福笑 釧路市川上町4-1　野口ビル1F 080-9322-0821

伊酒屋　すとーりあ 釧路市末広町2-3　第15エーワンビル3F 23-9478

居酒屋　たらふく 釧路市北大通5-4　まち横ビル1Ｆ 65-7710

まかない亭　稚鬼稚鬼 釧路市栄町4-1 25-7908

めしどき 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 090-9434-3466

八睴八 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 080-4043-0529

ラーメン居酒屋　万発舌 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 090-4873-3088

居酒屋　はじめ 釧路市栄町3-2　栄町ミニセンタービル2F 090-8009-7520

居酒屋　遊心　鳥取店 釧路市鳥取北4-22-5 52-7780

居酒屋　遊心　新栄店 釧路市新栄町20-9 21-8888

居酒屋　酒仙 釧路市昭和中央3-1-10 52-2155

居酒屋　ちゃりんこ 釧路市栄町3-1 24-9350

酒肴や誠 釧路市末広町2-25

よいしょ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ1F 22-8882

家庭料理とお酒　のりん処 釧路市末広町3-7　末広銀座 090-7715-7961

酒房　千葉 釧路市川上町3-1-2　第1舟見ビル2F 090-6445-4946

和Dining 艸 釧路市川上町4-1　野口ビル1F 080-3295-8373

郷土料理　絹 釧路市末広町3-3-3 24-7453

河太郎 釧路市川上町4-1　赤ちょうちん横丁 25-2424

旨いんだもん 釧路市栄町3-2 21-5310

居酒屋　かもちゃん 釧路市愛国東2-7-10 37-9242

食事処　藤 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 23-2515

呑み食い処　あまみ 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 090-9432-0011

Chatter Potato 釧路市共栄大通8-1-3 090-8908-4358

そば酒房　明松 釧路市栄町3-2 22-9007

炉ばた　かねきち 釧路市幸町7-2-15 23-4530

溶岩焼居酒屋　彦まる 釧路市文苑4-2-1 38-1711

炉ばた　ひょうたん 釧路市愛国東2-15-16　アイランドビル2F 36-8143

炉ばた　千恵 釧路市愛国東2-45-7 36-1110

炉ばた　さかきま 釧路市川上町5-1　5丁目ビル1F 31-5788

炉ばた　巽 釧路市末広町4-9　フジビルBF 090-8631-4879

鳥政 釧路市栄町3-2 24-4675

くしろ炭焼き居酒屋　串石　昭和店 釧路市昭和中央4-2-14 51-9414

くしろ大衆居酒屋　二代目　晴れる家 釧路市末広町2-22-1　LSビルB1F 22-1515

朱 釧路市栄町3-10　栄町ベイサイドビル1F 65-5838

串ヤキ炭ヤ 釧路市黒金町6-1 64-6668

居酒屋　あけぼの 釧路市末広町2-12　1F 65-5114

釧路夕日酒場 釧路市北大通2-7 25-1292

炉ばた　浜番屋 釧路市入舟3-6-1 43-0114

気まぐれ満足いざかや　のんのん 釧路市鳥取大通5-3-3 53-5080

居酒屋　わらべ 釧路市栄町4-1 22-2773

居酒屋　寿司酒房　にし 釧路市愛国東1-14-6　アイコーポビル1F 65-5397
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喰い処　もり政 釧路市新橋大通9-2-18 22-2289

旬彩　天司朗 釧路市川上町3-3-3　舟見ビル 25-6286

和彩処　あさの 釧路市愛国東4-12-7 65-6056

おでん居酒屋　ばんきり 釧路市川上町4-1-5 080-2811-0560

らーめん居酒屋　まるせい 釧路市貝塚2-17-35 42-8111

笑笑　釧路末広町店 釧路市末広町5-13　レインボーオリエンタルプラザ1F 21-5788

白木屋　釧路末広町店 釧路市末広町3-1-1　パステルパーク1F 31-3788

くろ○　釧路栄町公園前店 釧路市栄町5-4　第2オリエンタルプラザビル1F 23-5488

山内農場　釧路末広町店 釧路市末広町5-13　レインボーオリエンタルプラザ1F 25-4288

濱焼北海道魚萬　釧路栄町公園前店 釧路市栄町5-4　オリエンタルプラザビル2F 22-8988

まるに　やん衆酒場 釧路市末広町3-7　末広銀座7F 090-9085-3120

酒房　はにゅう 釧路市鳥取大通2-7-22 53-2525

居酒家　のら 釧路市末広町3-7　末広銀座ビル1F 25-3399

酒と飯の喜口屋 釧路市愛国東2-5-15 38-5038

二代目すぺぇど 釧路市川上町4-1-5　赤ちょうちん横丁 080-5728-4110

うまいもん屋　長さん 釧路市鶴野東1-14 35-9246

食事処　大航海 釧路市栄町4-1 25-5551

炉ばた　番小屋 釧路市末広町4-9　フジビル1F 25-0033

海鮮酒場　まるとも水産 釧路市北大通7丁目2-2-4 23-2188

晩酌処　華 釧路市川上町3-1-1　第14エーワンビル1F 24-3336

居酒屋　達 釧路市栄町3-2 25-0210

飲み処　やす 釧路市栄町2-1-1　有栄センター1F 22-7878

ダイニングキッチン　祐っ人 釧路市若松町2-10　鉄北センター内 24-0505

炉ばた　とと 釧路市若松町2-10　鉄北センター内 22-6371

BISTRO TAKKE 釧路市川上町4-1-5　赤ちょうちん横丁内 080-1867-0153

あったか家　りん 釧路市鳥取大通5-16-3 090-8427-7333

つむぎ家 釧路市川上町4-1-1　フォグタウンビル1Ｆ 080-6065-1255

居酒屋　いちとく 釧路市川上町3-1-2　第一舟見ビル1F 090-9087-7091

喰楽部　じゃんぼ 釧路市末広町2-25 アークビル 1F 25-9777

鳥善 釧路市栄町2-15 22-8472

創作わしょく　わいんmosaique 釧路市栄町2-1-1 090-1306-7838

焼き鳥　わじま家 釧路市春採3-9-21　望洋ひぶなセンター１階 41-9415

味処　おいでや 釧路市春採2-33-2 41-5151

居酒屋でん 釧路市愛国西1-11-6 090-6217-0289

炭火焼　きら 釧路市栄町3-1　六本木センター1F 23-9523

ＢＵＤＤＨＡ　ＢＡＲ（ブッダバー） 釧路市栄町2-13 64-7363

居酒屋　アシャ 釧路市北大通9-2 090-6696-3452

炭火居酒屋　炎　釧路文苑店 釧路市文苑4-65-2　東陽ビル1F 37-7729

炭火居酒屋　炎　釧路末広店 釧路市末広町2-13　ホテルパコ釧路1F 31-4129

炉ばた　雪んこ 釧路市星が浦大通1-9-10　星が浦銀座 52-2067

炉ばた　しらかば 釧路市栄町2-13 22-6686

活魚料理　くしろまる 釧路市栄町3-1 65-7009

牡蠣御殿 釧路市北大通13-1 22-1926

飲み喰い処　番外 釧路市昭和南6-20-16 53-7555
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ダーツバー　リード 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ5Ｆ 22-3988

バー　ガスプ 釧路市栄町3-1 22-5477

スナック　ダービー 釧路市栄町2-6-7　すみ友館2Ｆ 090-9082-6678

ラシェリール 釧路市末広町2-26　末広館ビルB1F 22-7110

ｃｏｃｋｔａｉｌ　ｓｎａｃｋ　笑の館 釧路市末広町3-7　末広銀座２Ｆ 25-3050

スナック　貴石 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ４Ｆ 23-4067

スナック　ド・ルージュ 釧路市末広町3-6 46-2849

Curar 釧路市末広町5-17　サミットビル3F 080-1899-7840

PANDORA 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ2Ｆ 65-6868

Café　de Selene 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ3Ｆ 62-7683

Ｈｉｒｏ－ｉｎ 釧路市栄町2-3 090-9439-4339

サラン 釧路市末広町3-1-2 22-5313

ニューマスカット 釧路市末広町3-5 25-5741

ナイト イン フラン 釧路市末広町3-10　三丁目ビル4階 23-3232

スナック　キルケ 釧路市栄町4-2　末広興産ビル1F 24-7132

スナック　マイウェイ 釧路市栄町2-6-7　すみ友館3F 25-5355

サロン　カビーネ 釧路市末広町3-10　三丁目ビルB1F 31-5957

スナック　メルヘン 釧路市末広町3-10　三丁目ビル2F 22-6050

FASTI　（ファスティ） 釧路市末広町4-8　セントラルビル6F 25-3030

AQUA DROP　（アクアドロップ） 釧路市栄町4-2-5　MTヒルズ2F 25-1919

ウエストポート 釧路市末広町2-6　ジョイプラザ2F 22-5448

バディア薫子 釧路市栄町4-1 090-1643-1962

Night In CALL 釧路市栄町3-1　ミヤシタビル2F 25-9028

スナック　夢人 釧路市栄町3-1 24-8754

MIRAGE 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 23-2525

スナック　リバティ 釧路市末広町3-10　三丁目ビル6F 25-6260

スナック　Ray 釧路市星が浦大通1-9-14 53-9000

lounge RERA 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ2Ｆ 25-3051

Ｃｅｉｌａ 釧路市末広町5-13 オリエンタルプラザ6F 64-6669

ハイドアウト 釧路市川上町4-2 22-6877

ＶＥＤＥＴＴ　ＣＡＦＥ 釧路市黒金町13-1 駅前大光ビル 1F 64-5733

あじる 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 23-7799

和～NAGOMI～ 釧路市末広町3-10　3丁目ビル6F 64-5182

bar　アンドール 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ４F 31-1122

スナック　ジョイブルー 釧路市末広町5　オリエンタルプラザ4F 090-1645-2994

lotus　ロータス 釧路市栄町3-1　スエヒロエイトビル2F 080-3234-0144

福司を楽しむ店　蔵人 釧路市栄町3-1 24-8778

㉔バー、スナック、ナイトクラブ等

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。
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スナック　あうん 釧路市栄町2-6-9 31-8665

スナック　ベル＆リキ 釧路市末広町3-5　八千代ビル4F 24-2234

スナック　じゅん 釧路市愛国西1-11-6 090-8631-1847

ランデヴー 釧路市末広町3-8-1　クリスタルビル2F 23-6623

カブロ三愛 釧路市末広町3-10　三丁目ビル2F 23-1188

バー　ヨコハマ 釧路市末広町5-3　サミットビル1F 25-0177

TRAD 釧路市川上町4-1-1　フォグタウンビル3F 090-1382-5500

Pour mon cher 釧路市末広町4-9　フジビル5F 090-2816-9191

Queen 釧路市末広町2-9　ライオンビル釧路館4F 22-0007

Bar Aone 釧路市川上町4-1 23-3233

スグレイス 釧路市栄町2-6-7　すみ友館ビル5F 090-2070-8894

サロン・ノール 釧路市末広町5-17　サミットビル6F 25-5111

ナイトイン　稀々 釧路市末広町4-9　フジビル7F 24-4888

Lounge&Bar Rest 釧路市末広町4-9-4　フジビル5F 090-9756-0946

ティアラ 釧路市末広町4-8　セントラルビル5F 22-6936

BAR C+MARKET 釧路市末広町2-26　末広館ビル1F 23-6401

和風スナック　望洋 釧路市春採6-8-25　春採館1F 41-5928

女来里愛 釧路市末広町3-5　笛園ビル7F 25-2048

ルナ　トゥルース 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ2F 31-3002

Darts Bar Je Lance 釧路市栄町3-10　栄町ベイサイドビルB1F 090-1305-6290

スナック　ドリーミー 釧路市栄町3-1　スエヒロエイトビル4F 22-0230

CLUB MJ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ7F 37-1777

SOIREE 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ3F 080-5581-0002

たむら 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 24-1711

スナック　メモリー 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ4F 22-1619

ラウンジ　リリー 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ4F 64-7113

public in アウル 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ4F 31-3003

羽音 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 22-8010

ミニオン 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 65-5565

スナック　びいどろ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ3F 24-1346

ANAクラウンプラザホテル　バーラウンジ　ビギンズ 釧路市錦町3-7 31-4111

めしBAR　ほろり 釧路市栄町4-3　灘万ビル5F 65-5009

M&K 釧路市栄町3-1 25-2717

ラウンジ・プラチナ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ8F 31-3001

カラオケ酒場　よしちゃん 釧路市松浦町12-6 24-2583

スナック　BOOK END 釧路市末広町3-10　三丁目ビル 25-1739

スナック　リップ・スティック 釧路市末広町3-8-1　クリスタルビル5Ｆ 090-5957-6192

スナック　伊ｔｏｎ 釧路市栄町4-1　栄町中央センター2Ｆ 080-1874-9723

ラウンジ　ルアナ 釧路市末広町5-17　サミットビル5F 24-7721

BAR　佐久間 釧路市末広町3-3　ヒルズアルカディア3F 65-1977

ワインバー　カゼッタ　イーノ 釧路市川上町4-2-1　ロイヤルシティーコート1F 64-7313

Johnny-B 釧路市栄町3-1　スエヒロエイトビル4F 090-6262-4089

Los.Gatos 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル5F 24-6696

BAR CHARLOTTE 釧路市末広町3-7　末広銀座2F 31-1551
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来道 釧路市末広町5-17　サミットビル2F 090-3390-2317

ステラ　モンテ 釧路市堀川町5-24 22-7789

スナック　シンフォニー 釧路市栄町3-2 24-3889

Rush ton 80 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ5F 23-3470

世界のビールが飲める店　ビリケン 釧路市末広町2-22-1　LSビル4F 24-0001

スナック　恩 釧路市栄町4-9　都ビル2F 090-2697-1521

スナック　あけぼの 釧路市末広町2-12　2F 22-3340

ナイトショップ　スキップビート 釧路市末広町4-9　スエヒロセンター2F 090-8630-2963

Eins 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ8F 090-1524-9756

スナック　清里 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ4F 32-0850

ラウンジ　セレーノ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ4F 25-3111

Pachira 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ2F 65-1186

ラプンツェル 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 65-6558

ラウンジ　パルティーダ 釧路市栄町2-15　サンプラザビル2F 25-7220

WINNIE 釧路市末広町2-3 090-9513-3094

スナック　サクラ 釧路市愛国東1-16-7　第一花ビル1F 080-6094-1210

ザッツ・ブレンダ 釧路市末広町3-3　ヒルズアルカディア2F 24-2556

紅葉（クレハ） 釧路市末広町4-1-1　フォグタウンビル5F 080-9321-1191

Whisky Bar 高森 釧路市末広町3-8-1　末広クリスタルビル6F 65-9958

AQUA 釧路市栄町4-3 090-5229-6193

ユニティー 釧路市栄町3-2　栄楽街 23-2866

BAR 米利堅 釧路市北大通4-3 24-7121

スナック　キャラン 釧路市栄町4-3　灘万ビル4F 090-7584-6355

ナイトイン　終着駅 釧路市鳥取大通5-16-3 080-6081-5642

Number　9 釧路市栄町3-2　栄町ミニセンター2F 070-5618-8671

M 釧路市川上町4-1-1 090-6214-5478

ミュージックパブ　エミ 釧路市星が浦大通4-4-30 51-3349

THEATER　BAR　Cantina 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル7F 65-9996

CHEERFUL 釧路市愛国東2-15-16　アイランドビル3F 090-2052-5390

ナイトイン　ゆず 釧路市栄町4-3　灘万ビル2F 22-8828

アムール 釧路市栄町3-1　スエヒロエイトビル5F 22-2222

Shuri 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル8F 65-8005

スナック　MaL MaL 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル6F 23-0039

グリーンズ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル4F 23-3838

紅衣 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル3F 23-4107

ゆうゆ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル8F 65-1128

琥珀 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル6F 65-6789

和風スナック　琴紺館 釧路市愛国東2-7-10 090-2693-3503

Trust 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル6F 24-0707

コミカルBAR ロータリー 釧路市栄町2-13　有楽街センター1F 090-6267-8166

Lounge　RABIUS 釧路市末広町3-10　三丁目ビル2F 68-5287

ないと・いん　庫 釧路市栄町4-3　灘万ビル1F 23-5030

BYBLOS 釧路市末広町4-9　フジビル5F 65-9711

Alive 釧路市末広町2-9-1　ライオンビル釧路館4F 22-5553
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すなっく　友禅 釧路市川上町3-3　第二舟見ビル2F 23-5008

スナック　ハニー 釧路市春採5-10-1 42-1626

Precious 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザビル6F 23-2525

Full-Ten 釧路市末広町2-9-1　ライオンビル釧路館2F 090-5957-9105

スナック　城 釧路市鶴野東4-9-13 51-1532

ともみ 釧路市愛国西1-11-6　ジャマイカタウン屋台村 090-2874-2891

すみ子の店　岬 釧路市鳥取大通5-16-3　5丁目タウン 52-8282

アン・ドゥ 釧路市栄町3-1　ミヤシタビル3F 31-1011

すなっく　麻 釧路市川上町4-1-1　フォグタウンビル5F 24-2255

シンデレラ・リバティー 釧路市川上町4-1-1　フォグタウンビル5F 090-6694-0683

Snack tia 釧路市愛国西1-11-6　ジャマイカタウン道路沿いD-3 080-5831-7616

スナック　紅 釧路市鳥取大通5-16-3 090-3395-9211

Salon de ニュアンス 釧路市末広町4-9　フジビル7F 24-5088

Banquet Bar Junk 釧路市末広町6-2 24-0034

スナック　マリン 釧路市末広町3-7 25-8030

Utata 釧路市栄町4-3　灘万ビル2F 23-8388

絆Lien 釧路市末広町4-9　フジビル3F 65-6278

スナック　こんばんわ 釧路市星が浦大通1-9-13 54-3010

Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ツミキ 釧路市黒金町13-1 駅前大光ビル 1F 68-5335

ＢＵＤＤＨＡ　ＢＡＲ（ブッダバー） 釧路市栄町2-13 64-7363

スナック　みえこ 釧路市桜ヶ岡1-12-40 91-9314
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カフェ　ティアラ 釧路市旭町13-7 080-6088-7640

オキストアー 釧路市共栄大通2-1-1 22-2493

ジョイパックチキン釧路昭和店 釧路市昭和南3-16-24 53-1010

ジョイパックチキン芦野本店 釧路市芦野5-1-6 35-9744

ケンタッキーフライドチキン釧路愛国店 釧路市愛国西1-13-21 39-2063

ケンタッキーフライドチキン釧路十条店 釧路市鳥取大通2-2-8 52-3365

ケンタッキーフライドチキン　ザ・ビッグ春採店 釧路市春採7-1-48 47-2668

ピザハット　ザ・ビッグ春採店 釧路市春採7-1-48 47-2268

ピザハット釧路光陽店 釧路市光陽町14-5 23-5555

コーヒーショップ　デシベル 釧路市大楽毛1-9-22 57-5162

珈琲堂lino 釧路市中園町2-8 65-9656

健康キッチン　ループ 釧路市大川町6-20 95-0825

ミスタードーナツ　コーチャンフォー釧路　ショップ 釧路市春採7-1-24 46-7100

ミスタードーナツ　ルート38号　ショップ 釧路市鳥取大通9-2 53-2577

カフェ　コロン 釧路市北大通7-2 64-7033

カフェ　モナミ 釧路市星が浦大通1-4-16 95-0756

くしろ　夕日カフェ 釧路市入舟4-1-1 41-2015

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

六花亭　鶴見橋店 釧路市昭和町2-20 52-6666

六花亭　春採店 釧路市春採3-19-1 44-6666

ヤマダ電機 家電すまいる館釧路店 釧路市川上町8-8 64-7011

コーヒーショップ　あまーれ 釧路市中園町7-16 25-1967

ベイカフェ　風車 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ2Ｆ 24-8838

大美 大内商店 釧路市黒金町13-25 23-4762

café シエスタ 釧路市芦野5-27-5 37-3306

仕出し　ふく亭 釧路市堀川町1-25 24-1148

紅茶専門店　ラスカベツ 釧路市南大通4-1-5 42-1622

ランチマーケット 釧路市住吉2-6-9 41-6610

軽食喫茶　アストリア 釧路市鶴ヶ岱1-1-12 42-7909

ナポリの窯　釧路店 釧路市光陽町23-15 32-4115

釧路プリンスホテル　ロビーラウンジ摩周 釧路市幸町7-1 31-1111

喫茶＆お食事　アイリス 釧路市芦野1-27-23　1F 64-5580

ベーカリー＆カフェ　パ・パン 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 68-5338

アンジェラ 釧路市文苑1-28-12 090-2878-8325

釧路丼丸 釧路市鳥取北5-1-1 61-0088

ロッテリア　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 64-5507

どん太鼓　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 64-5507

㉕喫茶店、ファーストフード店、お弁当店、食事宅配サービス店等

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。
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コアラのマーチ焼　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 64-5507

横浜八景楼　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 64-5507

サーティワンアイスクリーム　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-5531

BASE 9 釧路市錦町4-4-1 64-7735

珈琲　おととん 釧路市柏木町11-10 090-2696-5850

マリー・ギャルソン 釧路市愛国東4-3-14 36-2500

タリーズコーヒー市立釧路総合病院店 釧路市春湖台1-12　1Ｆ 43-0003

カフェロッソ 釧路市北大通8-1 22-0848

カフェ＆レスト　プライム 釧路市柳町7-16 25-5119

ザ☆弁当　昭和店 釧路市昭和中央4-2-14 51-9414

ザ☆弁当　末広店 釧路市末広町3-2-1　パステルパーク1F 23-2918

岩崎惣菜食品 釧路市黒金町13-25　和商市場内 25-0853

タリーズコーヒー　釧路店 釧路市末広町3-1-1　パステルパーク1F 32-0321

あっかんべぇ～　釧路店 釧路市栄町3-2　KUSHIROSUEHIROBASE1F 68-5188

あっかんべぇ～　緑ヶ岡店 釧路緑ヶ岡5-1-15　鈴木AP1F 68-5188

港文館 釧路市大町2-1-12 42-5584

釧路プリンスホテル　ロビーラウンジ摩周 釧路市幸町7-1 31-1111

おにぎり屋ぱぐ 釧路市浪花町7-1-8 65-6850

港文館 釧路市大町2-1-12 42-5584

㈱こめしん　本社 釧路市星が浦南1-7-3 55-4111

㈱こめしん　新川店 釧路市新川町5-11 22-6038

㈱こめしん　芦野店 釧路市芦野1-7-7 64-5660

㈲しなもん　コープさっぽろ桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4-2-22 92-0889

くしろ　ぱんや 釧路市芦野2-10-15 38-3138

くしろ　わんこ 釧路市芦野2-10-15 37-7915

French Delicatessen HIRATA 釧路市北大通6-2 65-7221
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たい夢　釧路店 釧路市昭和南3-16-23 64-1588

カフェ　プランドール 釧路市昭和南3-16-23 55-3388

フードカフェ　チャンティカ 釧路市花園町1-1 25-5504

とんかつ　かん田 釧路市芦野2-21-2 36-2983

ステーキ＆ハンバーグ。ばらてぃえ 釧路市栄町3　スエヒロエイトビル1F 32-1811

大阪やき三太 釧路市光陽町14-9 24-0833

お持ち帰りの店　ピリカ 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1Ｆ 080-3297-9181

UTA猿　芦野店 釧路市芦野5-15-1　芦野ビル1F 38-7868

UTA猿　鳥取店 釧路市鳥取大通4-12-2 55-5670

そば・食事処露風庵・ラーメン惣菜邦紀 釧路市黒金町13-25 22-2662

橋本商店 釧路市黒金町13-25 22-6563

食事処　はやし 釧路市米町1-1-17 41-2236

カクテルバー　JiZi 釧路市川上町5-1 24-5752

釧路プリンスホテル　宴会場 釧路市幸町7-1 31-1111

フォルトゥーナ 釧路市末広町4-9　フジビル1F 64-1989

炭焼き「肉バル」NIKU18 釧路市末広町3-2-1　パステルパーク1F 23-2918

OH！たのしげ亭 釧路市大楽毛西2-3-11 57-2029

Irishpub Coy 釧路市黒金町7-1 68-5766

カラオケ歌屋　釧路末広店 釧路市栄町4-2-1 32-0388

㈱クランツ　春採本店 釧路市春採7-15-18 46-5373

㈱クランツ　鳥取店 釧路市鳥取大通5-3 51-7793

Laon　らおん 釧路市昭和南4-25-10 65-5997

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【飲食店専用】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。

㉖その他一般飲食店（飲食並びに飲食に伴うサービス提供事業者）
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釧路日交タクシー㈱ 釧路町曙1-2-9 36-1155

釧路日交タクシー㈱ 釧路町曙1-2-9 36-2636

第一共栄交通㈱ 釧路郡釧路町光和1-2 36-9111

釧路交通㈱ 釧路市星が浦大通5-5-49 52-3535

こばとハイヤー 釧路郡釧路町木場1-10-1 36-3636

釧路北交ハイヤー㈱ 釧路市堀川町7-22 22-5417

金星釧路ハイヤー㈱ 釧路市仲浜町4-7 22-7437

ふくながタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

岡本ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

菊地タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

江良タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

本間タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

つちだＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

野中タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

相澤タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

白陽タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

鈴木タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

今井ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

大沼タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

おいかわタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

おくのタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

かるべタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

福島タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

中田タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

田村タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

竹内タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

吉田タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

東川タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

髙杉タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

山崎タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

ひまわりタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

こしうらＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

大山タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

すがのタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

中尾タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

光陽タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

小林ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

【釧路地区】釧路市エール商品券　参加店舗【物販・飲食共通】

２０２０年１２月４日現在

釧路市エール商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストになってます。

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。

⑲タクシー、運転代行に限り「物販等専用」と「飲食店専用」の両方使えます
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川口ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

小川タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

タクシー２７（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

早坂タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

丹頂ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

菅野ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

あいりんタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

髙橋タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

すみれタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

しつげんタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

サンキュータクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

銀タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

あきたタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

池田タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

かもめタクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

関本タクシー（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

佐々木ＴＡＸＩ（釧路個人タクシー協同組合） 釧路市若草町10-24 24-2810

介護タクシー優輪 釧路市住吉2-3-21 95-0550

運転代行　アルシード 釧路市益浦4-23-3 36-1333

運転代行　YOU 釧路市南大通3-2-17 41-1100

運転代行　愛 釧路市大楽毛3線185-39 65-9311

アクセス運転代行 釧路市豊川町12-15 23-5651

まりも交通㈱ 釧路市益浦1-10-40 68-5563

運転代行　アップ 釧路市昭和南5-27-27 52-0297

運転代行　MAC 釧路市文苑2-8-17 090-2819-8190

モーちゃん運転代行 釧路市川上町5-1　野口商会2F 68-5040

運転代行アンカー 釧路市材木町21-64 070-2167-6273

運転代行ONE 釧路市喜多町5-18 070-5287-2111
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