
令和２年度 釧路市商店街歳末連合大売り出し参加店名簿 

（令和２年１１月５日現在） 

 
【鳥取大通・星が浦・昭和・新富士地区】 

・マクドナルド３８号釧路店   ・北日本石油鳥取給油所   ・ピザ ダブルズ  

・スーパーヒロセ鳥取店     ・パ－プル         ・卸売スーパー相長星が浦店 

・パティスリ－コロネ      ・オ－トバックス釧路星が浦 ・ジェ－ムス星が浦店 

・靴・カバンの専門店 とまと屋 ぴあざハクハラ店      ・花ステ－ション 

・ひかり薬局鳥取大通店     ・マルセンクリ－ニング   ・リズム 

・鳥取南８丁目 東家分店    ・レストラン八白      ・ぷちめいく ふぁくとりぃ 

・麺や 北町           ・らぁめん 華       ・オムライス専門店 アロハ 

・ら-めん 春 春鶴       ・レストラン オズ     ・ビストロ ジョワ 

・米つき屋 きちべい      ・マイシ－ 

 

【新川・新橋大通・美原・芦野・文苑・共栄大通・若松町地区】 

・玄米工房こめしん新川店    ・玄米工房こめしん芦野店 ・丸甲金物    

・コープさっぽろ新橋大通店    ・ユア－ズ フジワラ   ・焼肉レストラン ピットイン 

・すきっぷ           ・松橋写真館       ・卸売スーパー相長美原店  

・卸売スーパー相長芦野店    ・スーパーヒロセ睦店   ・コム・システム 

・パン工房 フィセル      ・川鍋菓子舗       ・三共八千代寿司 

・大友精肉店          ・ヘアデザイン シェル  ・たちばな美容室 

・美容室ラフラン        ・六峰社         ・林品次郎商店 

・丸伊小林寝装         ・ビューティカンダ    ・東梅商店 

・丸文マリヤ          ・カタヤマホームセンター ・宮部ふとん店 

・沖食品ストアー        ・はとや時計カメラ店   ・まことや 

・大平理容所          ・長沢書店        ・市橋豆腐店 

・スパゲッティハウスピレネ   ・北谷生花店       ・菅野薬局 

・ショッパーズ菱光       ・ブティックマルトシ   ・ファミリアやまもと 

・炉ばた 網おろし       ・写真の山一       ・焼肉の大吉 

・菊地質舗           ・焼肉あかべこ      ・居酒屋 忠 

・はやし酒店          ・理容みのる       ・百萬里 

・もりよしブライダル      ・カナダ時計店      ・スナック 杉 

・カットイン髭           

 

【橋北地区】釧路和商市場  

・石山商店           ・魚屋うおせん      ・矢部商店 

・嶋田商店 本店        ・ふくい商店       ・瀬野商店 

・宍戸商店           ・木村鮮魚店       ・柿田商店 

・やまげん田村商店       ・橋本商店        ・さとむら 

・北匠             ・むさしや        ・マルエイ田村商店  

・くしろキッチン        ・岡田商店        ・大内商店 

・八百吉             ・佐藤青果         ・キッズスペ－ス 

・政屋             ・相原商店         ・マルイチ佐藤商店 

・北光             ・魚萬           ・カネヨ高橋 

・小町園            ・秋田商店         ・マルダイささき 

・吉岡肉店           ・衣料のみき        ・市場亭 

・露風庵・邦紀         ・喫茶ポラリス・駄菓子屋  ・いしざき 

・福朗             ・岩崎総菜店        ・マルシェくしろ 

・鮭処             ・鮭の匠          ・山崎鮮魚店 

・酒井商店           ・まいにち屋   

  



【橋北地区】 

・くしろ丹頂市場        ・和音           ・山リ杉本園 

・オルディネ－ル        ・浦田菓子舗        ・メガネの早川 本店 

・古書かわしま         ・山一佐藤紙店        ・善光堂 加藤仏壇店 

・大谷時計店          ・ロ－ソン釧路北大通店   ・カフェ くるる 

・ドコモショップ釧路店     ・フットケア ブル－レ－ス ・カネジュ－池田仏具店 

・岡野絹物店          ・ミッチ・サイト      ・岩田商事 

・エミュ            ・ワ－ズ          ・ＩＦＳ・アイエフエス 

・丸美屋            ・ちく半          ・サロン・ド・イフ 

・美容室ａＮｄ．ＢＡＺＡＡＲ  ・さがみ家         ・ケープアン 

・ＣＡＦＥ１２３４       ・ブティック・クレイン   ・伊藤くだもの店 

 

【橋北地区】 釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ 

・食事処 さくら        ・かに ありあけ       ・食事処 たかつな 

・ときわ青果          ・生珍味 シ－フ－ズ釧路   ・塩干・魚卵 カネリュウ高綱 

・塩干・魚卵 高橋商店     ・釧路の味 北匠       ・珍味・昆布 川島商店 

・スモ－クハウス        ・ベ－カリ－＆カフェ パ・パン ・珍味・生珍味 おが和 

・銘菓・昆布 中野物産     ・北海道銘菓 たんばや    ・さんまんま 魚政 

・豆・コ－ヒ－ ワ－ルドナッツ ・豆屋とかち 岡女堂本家   ・ひゅあ め－ど ま－けっと 

・北海道特産品 北の箱     ・食事処 しつげん      ・総合案内 ＭＯＯガイド 

・喫茶 ベイカフェ風車     ・お菓子のたにぽん 

 

【橋南・城山・緑ケ岡地区】 

・ぬさまい東家         ・釧路スイミングクラブ  ・セブンイレブン城山１丁目店 

・丸大大畑商店         ・小林ふとん店      ・なかむら印刷紙工 

・長屋理容室          ・食事処 しな田     ・城山輪業サイクルショップ 

・システムハウス ソフトビート ・ＡＮＩＧＩ ＡＮＩＧＯ ・城山東  

・理容ヤシロ          ・ロリエクリーニング   ・花屋やました 

・Ｂｅｅｔｌｅｂｕｍ       ・たこ焼き大将城山店   ・釧路センチュリ－キャッスルホテル 

・丸進自動車整備工場      ・小林惣菜店       ・清華堂 

・ミニスーパーはっとり     ・炉ばた もしり家    ・中村文具 

・福司酒造           ・二幸          ・麵屋 壱福 

・ショッピングマート 雷さとう 緑ヶ岡店 

 

【春採地区】 

・回転ずしまつりや春採店    ・バスピカクリーナー   ・デンキのエースたかはし 

・春採 東家分店        ・丸正結城商店      ・カイロプラクティック整体院トポス 

・とがし薬局          ・東洋整体研究所     ・理容せいの 

・コープさっぽろ春採店     ・マル上上田塗装     ・伊藤新聞店望洋店 

・さいとう 花藤        ・ヘアースタジオさいとう ・渡辺商会 

・プリントアートまつき     ・ビューティサロンおか  ・菓子処 くら重  

・メリ－ミルク         ・つ串んぼ        ・和風スナック望洋 

・ヴィヴォスクレアーレハニー  ・富士石油春採支店    ・エマ・ドゥ 

・スナック ティアラ      ・焼鳥わじま家 

 

【桜ヶ岡地区】 

・ファッションヘアーフランク  ・アサヒ商会       ・すき家釧路桜ヶ岡店 

・石川長寿庵          ・町屋鍼灸整骨院     ・理容 スガワラ 

・釧路石炭販売第５桜ヶ岡給油所 ・春光堂薬局       ・やきにくや 燦 

・ツルハドラック釧路桜ケ岡店  ・久保田電器商会     ・コープさっぽろ桜ヶ岡店 

・小野整骨院           ・柳月桜ヶ岡店      ・スナック輪 

・ビストロカーサＪＩＺＩ    ・ケーキの店パルミエ 

 


