
㈱丸三　三原製麺所 釧路市市北大通3-7 22-3712

㈲藤田ストアー 釧路市大楽毛西2-28-35 57-3000

釧路中村宙太朗鮮魚店 釧路市栄町5-2 22-6660

㈲釧路かに卸売市場 釧路市大楽毛248-11 57-5598

フードショップ　ほりうち 釧路市昭和北3-4-4 51-4699

シャケ番屋 釧路市浜町4-11 25-0503

㈲やまげん　田村商店 釧路市黒金町13-25-3　和商市場内 24-2296

五明鮮魚店 釧路市川上町4-1-4 25-1755

㈱カネシマ嶋田商店 釧路市黒金町13-25-3 23-7535

釧路おが和　本店 釧路市材木町21-27 42-7171

釧路おが和　MOO店 釧路市錦町2-4 23-0288

ミニスーパー　はっとり 釧路市住吉2-4-1 44-5678

肉の大野屋 釧路市浦見3-4-16 41-8368

大美 大内商店 釧路市黒金町13-25 23-4762

ショッパーズ菱光 釧路市若松町1-23 24-3368

カネヨ 髙橋商店 釧路市黒金町13-25 22-0877

山崎鮮魚店 釧路市黒金町13-25 24-6355

㈲海一　酒井商店 釧路市黒金町13-25-3 22-4163

釧之助　共栄大通店 釧路市共栄大通7-2-5 23-1000

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

コープさっぽろ　新橋大通店 釧路市新橋大通4-1 25-0220

コープさっぽろ　貝塚店 釧路市貝塚3-2-28 44-2611

コープさっぽろ　中央店 釧路市春採7-10-2 46-0902

コープさっぽろ　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4-2-22 91-9131

コープさっぽろ　春採店 釧路市春採4-9-12 43-3211

コープさっぽろ　星が浦店 釧路市星が浦大通3-5-13 55-3025

ショッピングマート　雷さとう 釧路市緑ヶ岡4-8-64 42-7111

㈱金芳　高木商店 釧路市入舟5-5-14 41-3738

食肉工房よしやす 釧路市文苑4-27-5 39-4129

マルイチ 吉岡肉店 釧路市黒金町13-25 25-4129

佐藤商店 釧路市黒金町13-25 25-5182

㈱大友精肉店 釧路市共栄大通4-1-7 24-4321

㈲石山商店 釧路市黒金町13-25-2 22-2741

かねや木村鮮魚店 釧路市黒金町13-25 24-8885

㈲かねしめ瀬野商店 釧路市新富士町2-6-9 24-7840

㈱○昭　高橋精肉店 釧路市旭町12-8 22-3298

釧路海洋フーズ 釧路市新富士町 68-5831

あいちょう星が浦店 釧路市星が浦大通2-7-1 52-1772

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

①生鮮食料品・スーパー・大型商業施設等
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あいちょう芦野店 釧路市芦野1-1-7 36-8881

あいちょう美原店 釧路市美原4-1-8 39-4141

魚萬 釧路市黒金町13-25 22-3606

釧路の味　北匠 釧路市幸町13-1-5 32-3550

釧路北匠 釧路市黒金町13-25 21-5566

の˥ 　能登商店 釧路市南浜町8-2 22-6532

ケーキショップ　シュシュアンジュ 釧路市愛国東3-3-2 35-1300

くしろ丹頂市場店 釧路市幸町13-1-1 22-5948

政屋 釧路市黒金町13-25 21-5755

カニ吉　菅野水産 釧路市幸町13-1 32-7878

㈱さとむら 釧路市星が浦大通2-2-2 32-0788

㈲丸栄　田村商店 釧路市黒金町13-25 23-8056

八百吉青果 釧路市黒金町13-25 22-3795

小町園 釧路市黒金町13-25 24-5274

㈲立山食品センター 釧路市住吉1-9-16 41-3978

むさしや 釧路市黒金町13-25 24-6348

フクハラ　愛国店 釧路市愛国東1-10-1 36-1553

フクハラ　春採店 釧路市春採6-2-43 43-2810

フクハラ　昭和店 釧路市昭和中央3-3-1 52-2980

フクハラ　星が浦店 釧路市星が浦大通2-6-1 54-3388

フクハラ　春日店 釧路市春日町6-14 31-3883

フクハラ　武佐店 釧路市武佐3-47-11 46-8680

フクハラ　中園店 釧路市中園町10-1 21-5601

フクハラ　公立大前店 釧路市文苑4-1-6 38-2970

ビッグハウス　旭町店 釧路市川上町9-7 32-2980

スーパーアークス　鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-2-24 51-3111

北光 釧路市黒金町13-25 32-1212

スキップ 釧路市北大通14丁目 ＪＲ釧路駅構内 090-2073-3958

売鮮市場テキサス　入江店 釧路市入江町12-13 23-8880

ＢＩＧテキサス　緑ヶ岡店 釧路市緑ヶ岡2-29-1 42-0801

ザ・ビック　文苑店 釧路市文苑2-48-11 39-1800

ザ・ビック　鳥取大通店 釧路市鳥取大通9-9-29 55-1332

ザ・ビック　川北店 釧路市川北町1-3 31-7701

ザ・ビック　春採店 釧路市春採7-1-48 46-8601

イオン北海道㈱　イオンモール　釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7711

プリモ食品 釧路市愛国西3-34-19 37-8121

㈲カネカ　柿田商店 釧路市黒金町13-25 23-5431

マル相 相原商店 釧路市黒金町13-25 25-3971

橋本商店 釧路市黒金町13-25 22-6563

スーパーセンター　トライアル　益浦店 釧路市益浦1-10-7 92-3555

スーパーセンター　トライアル　釧路川端店 釧路市川端町1-7 21-5125

マル大 ささき 釧路市黒金町13-25 68-5728

㈱さとむら 釧路市星が浦大通2-2-2 32-0788

魚屋　うおせん 釧路市黒金町13-25　和商市場内 22-9341
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㈱鮭処 釧路市黒金町13-25　和商市場内 65-5581

末広屋奈賀商店 釧路市鳥取北10-15-19 51-8563

スーパーヒロセ鳥取店 釧路市鳥取大通6-7-7 51-2247

マルヒ　菅野水産加工㈱ 釧路市千代ノ浦2-12 41-2883
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中野物産MOO店 釧路市幸町5-5-3 22-3719

Bistro La Nature 釧路市芦野5-27-18 35-1669

シーフードショップ　スキップ 釧路市大楽毛13-1 57-8743

菓子処　なかじま　浦見本店 釧路市浦見3-3-16 41-2347

菓子処　なかじま　中園店 釧路市中園町12-1 24-8227

フランダース鳥取店 釧路市鳥取大通3-4-15 52-2393

カクセ成田餅菓子店 釧路市南大通3-1-9 41-2874

くしろキッチン 釧路市黒金町13-25 22-8726

不二家　釧路中園店 釧路市中園町10-14 22-5687

菓子処　くら重 釧路市春採6-7-1 42-4937

たんばやＭＯＯ店 釧路市錦町2-4　ＭＯＯ1階　たんばや 22-0053

岡田商店 釧路市黒金町13-25 24-1877

㈲二幸 釧路市鶴ヶ岱1-10-39 44-2535

パティスリー　マリカ 釧路市貝塚2-16-13 44-1700

ケーキの店パルミエ 釧路市桜ヶ岡2-13-5 91-3666

PATISSERIE・としお 釧路市愛国東2-10-2 35-0671

マル三 秋田商店 釧路市黒金町13-25 22-2705

たんばや釧路空港店 釧路市鶴丘2番　釧路空港2F 57-8758

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

パティスリー　ミル・ミル 釧路市愛国東3-1-16 37-2215

北海道四季彩館釧路駅店 釧路市北大通14丁目 ＪＲ釧路駅構内 25-7515

パティスリーコルネ 釧路市昭和中央3-44-7 51-8040

㈱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

ポラリス 釧路市黒金町13-25 23-3441

不二家　釧路中園店 釧路市中園町10-2 22-5687

六花亭 釧路市昭和中央4-18-1 0120-12-6666

パティスリー　プティ・シャルール 釧路市文苑2-8-10 45-1125

柳月　愛国店 釧路市愛国東2-1-21 37-6633

柳月　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡2-12 91-3388

柳月　ビックハウス旭町店 釧路市川北町9-7 21-6633

柳月　ぴあざフクハラ店 釧路市星が浦大通2-6 52-3636

柳月　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1　イオンモール昭和店１階南入口正面 55-3366

柳月　スーパーアークス鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-2-24 51-3111

カフェ　モナミ 釧路市星が浦大通1-4-16 95-0756

マルシェ　くしろ 釧路市黒金町13-25　和商市場内 65-1566

ぷちど～る宮本店 釧路市宮本2-5-8 43-1109

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

②和洋菓子、お土産等
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ぷちど～る芦野店 釧路市芦野5-27-9 39-3777

ぷちど～る鳥取店 釧路市鳥取大通4-13-2 55-5710

一口茶屋貝塚コープ店 釧路市貝塚3丁目2-28 44-0838

ミルキークラウン 釧路市新富士町5丁目1-7 53-7788
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セイコーマート　カネトさとう店 釧路市芦野5-15-13 36-5305

セブンイレブン　釧路春採7丁目店 釧路市春採7-1-30 46-4646

セブンイレブン　釧路武佐1丁目店 釧路市武佐1-9-17 46-4646

釧路市役所福利厚生会売店　㈱六峰社 釧路市黒金町7-5 24-6127

セブンイレブン　釧路興津2丁目店 釧路市興津2-2-4 92-5446

セブンイレブン釧路城山１丁目店 釧路市城山1-10-10 41-0667

セブンイレブン　釧路桜ヶ岡3丁目店 釧路市桜ヶ岡3-6-25 92-1311

セブンイレブン釧路双葉町店 釧路市双葉町13-2 24-7710

セブンイレブン釧路堀川町店 釧路堀川町2-5 22-7246

セブンイレブン　釧路光陽町店 釧路市光陽町7-2 25-7828

セブン‐イレブン釧路豊川町店 釧路市豊川町13-8 24-2788

セブンイレブン　釧路南大通店 釧路市南大通5-1-5 42-2780

セブンイレブン釧路星が浦大通１丁目店 釧路市星が浦大通1-9-1 51-1688

セブンイレブン釧路新橋大通店 釧路市新橋大通2-1-2 22-6170

セブンイレブン　釧路文苑1丁目店 釧路市文苑1-28-3 36-1985

セブンイレブン　釧路鳥取大通8丁目店 釧路市鳥取大通8-6-6 52-7870

セイコーマート　芦野店 釧路市芦野5-1-2 39-0151

セイコーマート　釧路花園店 釧路市花園町10-32 31-3623

セイコーマート　釧路海運店 釧路市海運1-1-13 25-8811

セイコーマート　釧路和商市場店 釧路市黒金町13-25-5 64-1914

セイコーマート　きたぼし店 釧路市材木町12-11 41-0248

セイコーマート　釧路材木町店 釧路市材木町21-23 43-3581

セイコーマート　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡7-1-2 91-3355

セイコーマート　釧路若草店 釧路市若草町4-6 21-3655

セイコーマート　釧路春採店 釧路市春採1-13-2 42-1806

セイコーマート　釧路興津店 釧路市春採4-30-19 41-8111

セイコーマート　釧路昭和４丁目店 釧路市昭和町4-8-13 51-1669

セイコーマート　釧路昭和南店 釧路市昭和南6-15-12 53-5050

セイコーマート　城山釧路店 釧路市城山1-6-24 44-3377

セイコーマート　新富士店 釧路市新富士町6-2-9 51-4490

セイコーマート　星が浦大通店 釧路市星が浦大通5-5-8 53-3757

セイコーマート　釧路星が浦店 釧路市星が浦北2-4-25 51-8090

セイコーマート　鳥取大通９丁目店 釧路市鳥取大通9-7-1 52-0811

セイコーマート　釧路鶴ヶ岱店 釧路市鶴ヶ岱2-1-3 42-0505

セイコーマート　鶴野東店 釧路市鶴野東5-1-11 53-6611

セイコーマート　鶴野店 釧路市鶴野東5-25-21 53-5577

セイコーマート　釧路南大通店 釧路市南大通2-1-5 42-7500

セイコーマート　釧路美原店 釧路市美原5-31-4 37-9500

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

③コンビニエンスストア等

6



セイコーマート　武佐店 釧路市武佐2-35-30 47-2620

セイコーマート　文苑店 釧路市文苑1-23-10 37-5020

セイコーマート　末広４丁目店 釧路市末広町4-9-3 25-3222

セブンイレブン　釧路星が浦北3丁目店 釧路市星が浦北3-2-26 51-3217

ローソン　釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通3-20-15 53-1563

セブンイレブン　釧路海運3丁目店 釧路市海運3-1-19 24-5515

セブン‐イレブン釧路昭和南４丁目店 釧路市昭和南4-39-1 53-4370

セブンイレブン　釧路新富士5丁目店 釧路市新富士町5-3-11 53-8211

セブンイレブン　釧路川上町店 釧路市川上町6-1-1 22-3859

セブンイレブン釧路千代ノ浦 釧路市千代ノ浦2-10 43-0030

セブンイレブン　釧路鳥取大通5丁目店 釧路市鳥取大通5-15-17 51-1821

セブンイレブン北海道ＳＴ釧路店 釧路市北大通14丁目 ＪＲ釧路駅構内 21-9131

セブンイレブン　釧路大楽毛店 釧路市大楽毛西2-1-33 57-7011

セブンイレブン釧路新富士通店 釧路市新富士町3-3-1 51-7780

セブン‐イレブン釧路星が浦大通２丁目店 釧路市星が浦大通2-6-15 53-0711

セブン‐イレブン釧路鳥取北５丁目店 釧路市鳥取大通8-7-19 51-1945

セブンイレブン　釧路星が浦大通5丁目店 釧路市星が浦大通5-4-14 53-0137

セブンイレブン　釧路昭和中央店 釧路市昭和中央6-1-17 51-7160

セブンイレブン　釧路緑ヶ岡店 釧路市緑ヶ岡2-36-8 41-8780

セブンイレブン　釧路愛国北園通店 釧路市愛国東4-36-22 38-5577

セブンイレブン釧路昭和4丁目 釧路市昭和町4-8-2 53-0036

セブンイレブン釧路昭和中央３丁目 釧路市昭和中央３丁目55-7 51-3872

セブンイレブン釧路鶴見橋店 釧路市愛国西4-1-1 38-7077

セブンイレブン　釧路公立大前店 釧路市文苑4-66-2 38-1167

ヤマザキショップ　釧路協立病院店 釧路市治水町6-27 23-6059
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㈱五明 釧路市末広3-10 22-5454

㈱太田商店 釧路市若松町5-18 22-8512

若竹東家分店 釧路市若竹町1-13 22-4713

東家文苑店 釧路市文苑2-15-14 38-5878

㈱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

㈱嵯城商店 釧路市弥生1-14-28 42-3580

㈱榮屋酒店 釧路市末広町3-6 22-5885

池田商店 釧路市南大通6-1-19 42-6366

パン工房　Ficelle（ぱんこうぼう　ふぃせる） 釧路市若松町19-9 64-6780

ひこやちや 釧路市緑ヶ岡5-26-24 65-1617

Bar de la Emi 釧路市星が浦大通1-3-28 35-1590

マル中 中村商店 釧路市鳥取北10-10-1 51-1325

福ふくパン 釧路市若竹町9-1 38-7114

柳堀米穀店 釧路市寿2-1-19 24-1111

ベーカリーマム文苑店 釧路市文苑1-59-14 68-5675

ベーカリーマム　イオン釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1　イオンモール釧路昭和内 55-7729

ベーカリーマム鶴ヶ岱店 釧路市鶴ヶ岱3-2-12 43-2234

㈲原田米穀　釧路こめんぷく店 釧路市星が浦大通1-7-3 53-1554

blissベーカリー 釧路市豊川町11-26 64-9837

㈲舟木米穀店 釧路市浪花町9-3 22-4383

㈲東梅商店 釧路市共栄大通1-3-1 22-5475

銘酒のさとう 釧路市愛国東1-9-4 36-5544

café シエスタ 釧路市芦野5-27-5 37-3306

㈱山り杉本園 釧路市北大通6-2 22-0128

高橋米穀㈱ 釧路市米町2-1-31 41-4278

㈱道東製めん 釧路市愛国東1-5-3 36-6777

㈱丸七松村酒店 釧路市北大通3-7 22-3931

竹老園　東家総本店 釧路市柏木町3-19 41-6291

café シエスタ 釧路市芦野5-27-5 37-3306

くしろ　ぱんや 釧路市芦野2-10-15 38-3138

鳥取南八丁目東家分店 釧路市鳥取南8-8-6 51-4265

珈琲豆工房ムク 釧路市双葉町6-3 25-9250

オキストアー 釧路市共栄大通2-1-1 22-2493

ザキパン 釧路市桜ヶ岡6-1-7 45-1254

ベーカリー＆カフェ　パ・パン 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフMOO1F 68-5338

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

④米、パン、お酒、お茶等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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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
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Wacch&Jewelry大谷 釧路市北大通9-1 22-4079

山口写真館 釧路市春採3-1-17 41-0605

釧路補聴器センター 釧路市北大通12-1-5 25-6048

カメラの六峰社 釧路市共栄大通1-1-5 23-8401

メガネの金安　武佐店 釧路市武佐1-1-4 46-8661

メガネの金安　昭和店 釧路市昭和中央3-44-12 52-1720

studio kupukupuplus 釧路市白金町1-17 080-5006-0999

㈲カナダ時計店 釧路市若松町4-4 22-6589

OPTIQUE.TAKANO 釧路市芦野1-27-20　オプティークタカノビル1F 39-3381

松橋写真館 釧路市住之江町7-3 23-9067

㈱緑ヶ岡スタジオ 釧路市緑ヶ岡2-38-3 42-2022

メガネ＆コンタクト　カケハシ 釧路市共栄大通9-2 23-4508

㈲なかむらコンタクト 釧路市大町3-1-9 41-6311

メガネのプリンス　釧路市春採店 釧路市春採7-1-50 46-9788

スタジオ・アン釧路店 釧路市鳥取大通3-4-1 65-0707

メガネの早川　イオン昭和店 釧路市昭和中央4-18 55-7625

眼鏡市場　釧路入江店 釧路市入江町14-4 32-3608

時計・宝石　石岡 釧路市昭和中央4-18-1 55-6200

エステール 釧路市昭和中央4-18-1 55-7193

眼鏡市場 釧路市昭和中央4-18-1 55-4778

スタジオアリス 釧路市昭和中央4-18-1 0120-520-753

メガネの早川　北大通本店 釧路市北大通8-1 22-0033

Lente 釧路市昭和中央1-39-8 65-6320

時計・眼鏡　わがつま 釧路市桜ヶ岡4-2-22 91-7727

⑤時計、眼鏡、カメラ、写真館等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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とがし薬局 釧路市春採3-9-17 42-3673

メナード化粧品　釧路中央 釧路市若竹町10-7 22-4635

ノエビア道東販売㈲ 釧路市暁町10-13 22-4524

たにぐち薬局 釧路市白樺台1-10-3 91-3599

武佐　春光堂薬局 釧路市武佐2-2-22 46-5303

㈱春光堂薬局 釧路市桜ケ岡4-4-6 91-6038

長江建材㈱　きらら事業部 釧路市入江町12-19 24-4143

㈱石井薬房 釧路市星が浦大通1-5-35 52-0348

くすりのナガオ住之江店 釧路市住之江町6-31 22-5788

くすりのナガオ愛国店 釧路市愛国東1-19-3 39-6788

菅野薬局 釧路市白金町22-22 23-3575

かもめ薬局釧路店 釧路市鶴ヶ岱2-2-12 44-6070

高村回春堂　漢方あしの薬局 釧路市芦野2-1-10 37-8999

サンドラッグ　星が浦店 釧路市星が浦大通2-6-1 55-2771

サンドラッグ　旭町店 釧路市川上町9-7 32-3355

サンドラッグ　鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-2-24 65-5593

ツルハドラッグ　武佐店 釧路市武佐3-47-23 47-4511

ツルハドラッグ　釧路昭和店 釧路市昭和中央3-3-5 55-3361

ツルハドラッグ　春採7丁目店 釧路市春採7-1-48 46-8821

ツルハドラッグ　釧路若松店 釧路市若松町12-13 21-5268

ツルハドラッグ　釧路愛国店 釧路市愛国東1-12-3 39-5245

ツルハドラッグ　昭和中央店 釧路市昭和中央5-2-12 55-6268

ツルハドラッグ　鳥取大通東店 釧路市鳥取大通1-5-8 55-1268

ツルハドラッグ　釧路富士見店 釧路市富士見3-5-7 44-0588

ツルハドラッグ　新橋大通店 釧路市新橋大通1-2-17 21-8268

ツルハドラッグ　釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通5-7-1 55-5268

ツルハドラッグ　鳥取店 釧路市鳥取大通9-9-28 55-0268

ツルハドラッグ　川北店 釧路市川北町1-3 21-7011

ツルハドラッグ　釧路文苑店 釧路市文苑2-48-14 39-0223

ツルハドラッグ　星が浦店 釧路市星が浦大通2-5-41 55-4545

ツルハドラッグ　釧路緑ヶ岡店 釧路市緑ヶ岡4-8-80 44-6008

ツルハドラッグ　釧路鳥取大通中央店 釧路市鳥取大通3-13-10 68-4540

ツルハドラッグ　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4-1-4 64-9123

ツルハドラッグ　中園店 釧路市中園町10-11 31-7050

ツルハドラッグ　釧路芦野店 釧路市芦野5-27-8 65-5860

コスメチック丸美屋 釧路市北大通3-7-2 22-4750

サツドラ　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡1-10 92-2210

サツドラ　星が浦店 釧路市星が浦大通1-4-21 55-4811

⑥薬、化粧品、ドラッグストア等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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サツドラ　釧路昭和中央店 釧路市昭和中央1-1-2 55-1660
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ラフェスタ 釧路市北大通6-2 24-6010

ふとんの〇伊小林 釧路市共栄大通1-2-15 22-2940

ふとんのムサシ屋 釧路市武佐2-2-18 46-6348

㈱プロフォーマンス 釧路市文苑1-9-2 35-3563

㈱丸絹　岡野絹物店 釧路市末広町6-1 25-5291

㈲大塚呉服店 釧路市鳥取大通2-2-24　スーパーアークス 52-2038

ユアーズ・フジワラ 釧路市新橋大通5-1 24-8832

ブティック　マルトシ 釧路市若松町1-18 23-0617

㈱メモアール 釧路市北大通2-8 23-2222

マル美宮部ふとん店 釧路市共栄大通1-3-5 22-4471

イセヤファッションサービス 釧路市北大通3-7-2 22-4141

靴専門店　とまと屋 釧路市星が浦大通2-6-1　ひあざフクハラ星が浦店 52-6676

ギフトオブハート　やすらぎ 釧路市鳥取大通2-2-24　スーパーアークス内 51-3438

サロン・ド・イフ 釧路市北大通3-7-4 22-3853

マルモ　畑 釧路市北大通11-3 22-4104

㈲マンチキン 釧路市鶴野143-13 52-5452

CRAIN 釧路市北大通5-5 46-5829

ブティックカド　スーパーアークス店 釧路市鳥取大通2-2-24　スーパーアクス内 52-2142

ECO＆Kidos　AKIRAフクハラ愛国店 釧路市愛国東1-10-1　フクハラ愛国店内 38-0008

一栄　さとう 釧路市北大通3-4-1 22-3309

㈲ファッションハウス村松 釧路市米町1-1-15 41-8683

AOKI　釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-6-13 55-0088

丸秀　畑呉服店 釧路市愛国東3-4-17 36-5855

衣料のみき 釧路市黒金町13-25-3　和商市場内 32-3020

衣料の店エマドゥ 釧路市春採3-9-15 42-5070

kusu kusu 釧路市花園町1-1 25-6638

㈱丸越　岩田商事 釧路市北大通8-1-10 22-2424

アーバン 釧路市北大通13-2-3 25-1711

小林ふとん店 釧路市城山1-10-2 41-3208

ファッションセンターしまむら　春採店 釧路市春採7-1-65 47-2430

ファッションセンターしまむら　昭和店 釧路市昭和中央4-10-7 55-4585

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

SEINA星が浦店 釧路市星が浦大通2-6-1　ぴあざフクハラ星が浦 54-2610

タツミヤ釧路大通店 釧路市鳥取大通2-2-24　スーパーアークス鳥取大通店 68-4983

タツミヤ愛国店 釧路市愛国東1-10-1　フクハラ愛国店 38-5161

タツミヤ釧路旭町店 釧路市川上町9-7-1　ビッグハウス旭町店 24-3440

ＬＡＮＣＲＥＴ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7425

メトリーゼ・スコットクラブ 釧路市昭和中央4-18-1 51-2223

⑦寝具、呉服、衣料品、靴、鞄等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

13



レトロガール／エムズエキサイト 釧路市昭和中央4-18-1 65-5928

Ｈｏｎｅｙｓ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7721

シュクール・アンドヴォーグ 釧路市昭和中央4-18-1 55-1088

グリーンパークス・トピック 釧路市昭和中央4-18-1 55-7158

ＳＭ２ｋｅｉｔｔｉｏ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7713

シュ－ラル－ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7750

セントエリーネ 釧路市昭和中央4-18-1 52-0063

ｉｋｋａ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7249

ＡＳＢｅｅ 釧路市昭和中央4-18-1 55-4507

ＡＢＣマート 釧路市昭和中央4-18-1 55-3101

コーチファクトリー 釧路市昭和中央4-18-1 55-7221

カンガルー堂 釧路市昭和中央4-18-1 55-7315

ライトオン 釧路市昭和中央4-18-1 55-7217

ＧＵ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7183

ＧＯＬＤ　ＳＴＡＲ 釧路市昭和中央4-18-1 52-9070

タカキュー 釧路市昭和中央4-18-1 55-7247

銀座山形屋 釧路市昭和中央4-18-1 55-7245

ＢＲＥＥＺＥ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7725

きもの工房　一休 釧路市昭和中央4-18-1 55-2622

チチカカ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7198

チュチュアンナ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7218

きりんや　愛国店 釧路市愛国東2-11-15 37-0004

きりんや　美原店 釧路市美原4-1-22 37-3000

きりんや　鳥取店 釧路市鳥取北5-4-1 53-3144

きりんや　星が浦店 釧路市星が浦北1-3-52 52-4141

ブティック・ユー 釧路市武佐4-2-1 21-7333

ファッション市場サンキ　貝塚店 釧路市貝塚3-2-28 44-2711

ファッション市場サンキ　桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4-2-22 92-3511

おしゃれの店　チェリー 釧路市中園町12-6 25-1353

Wedge　ウェッジ 釧路市光陽町23-21 23-0099
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㈲角大　佐藤印舗 釧路市北大通6-2 25-1881

㈲大髙印章店 釧路市黒金町8-2 22-4000

みはら　スズヤ　読書館 釧路市美原4-1-24 37-3380

㈱阿部新聞店 釧路市黒金町14-9 24-1570

㈱山一佐藤紙店 釧路市北大通8-1 22-0575

㈱マルカツ吉田新聞店 釧路市鳥取大通8-1-5 51-2773

㈱道新南大通販売所 釧路市南大通3-2-14 41-5860

㈲長沢書店 釧路市共栄大通2-2-21 25-8618

㈲丹葉新聞店 釧路市大楽毛4-4-1 57-8228

中村文具店 釧路市住吉2-6-12 42-5871

玉光堂 釧路市昭和中央4-18-1 52-9599

ブックス　ヒロセ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7226

釧路倶楽部 釧路市大町1-1-11ベイサイドビル２Ｆ 65-7594

港文館 釧路市大町2-1-12 42-5584

㈱道新南大通販売所 釧路市南大通3-2-14 41-5860

コーチャンフォー釧路店 釧路市春採7-1-24 46-7799

リラブ　ルート38号店 釧路市鳥取大通9-2 53-2577

㈲伊藤新聞店 釧路市春採4-11-16 41-1278

ブックオフ　公立大学前店 釧路市芦野4-1 37-4648

⑧本、ＣＤ、文具、事務用品、新聞販売等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

15



Cycle Garage PAZ 釧路市錦町5-1　錦町ユタカビル1Ｆ 65-6554

二輪ショップ　ツチヤ 釧路市星が浦大通1-8-11 51-8301

スケートハウス釧路 釧路市鳥取大通3-7-20 51-8381

フライ模型 釧路市中園町3-16 22-6667

城山輪業サイクルショップ 釧路市城山1-4-22 41-1414

㈲釣人 釧路市鳥取大通8-5-3 51-9573

72ゴルフ倶楽部 釧路市武佐3-47-12 46-7220

卓球ショップ　ワンスター 釧路市愛国東1-13-13 39-4649

ガンズロックス 釧路市昭和中央4-3-5 51-4584

釣り具センター　釧路店 釧路市末広町11-1 23-1401

ランカーズ　クシロ 釧路市昭和南4-24-14 55-2288

ＣＨＥＬＳＥＡ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ 釧路市昭和中央4-18-1 65-9580

POP UP SHOP 釧路市昭和中央4-18-1 55-7225

ニュースタイル 釧路市昭和中央4-18-1 55-2377

ノースファクトリー　リーズ 釧路市昭和中央4-18-1 53-4444

ヴィレッジヴァンガード 釧路市昭和中央4-18-1 55-7225

シマムラミュージック 釧路市昭和中央4-18-1 55-7228

㈲トラストホッケーサービス 釧路市昭和町4-9-19 55-4448

㈱エルム楽器　釧路店 釧路市新橋大通4-2-1 23-4471

食事処　しつげん 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフ　1F 090-2050-0005

お持ち帰りの店　ピリカ 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフ　1F 080-3297-9181

ファイテンショップ釧路店 釧路市鳥取大通8-7-16 64-9562

ミヤケ模型 釧路市北大通13-1 22-2269

トイザらス　釧路店 釧路市昭和中央3-3-8 53-3922

ラケットショップミカミ 釧路市中園町7－14 25-6577

⑨スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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いなざわ生花店 釧路市武佐1-5-2 46-0035

サラダ館　緑ヶ岡店（カワノ商会） 釧路市緑ヶ岡6-7-11 46-0411

KIC企画 釧路市中鶴野33-12 53-0606

シャディサラダ館　愛国店 釧路市愛国西3-6-2 37-0840

仏壇・仏具・念珠専門店　荘厳堂 釧路市南大通3-2-1011 42-8292

おにぎり屋ぱぐ 釧路市浪花町7-1-8 65-6850

㈲北谷生花店 釧路市共栄大通3-2-16 22-7547

フローリスト花菜 釧路市愛国西2-3-19 37-7887

㈱MOKA 釧路市松浦町17-12 35-0045

カタヤマホームセンター 釧路市共栄大通1-3-4 23-2376

家具・金物のよしだ 釧路市大楽毛5-8-5 57-8436

カーテンショップ　グレイス 釧路市堀川町5-2 65-8405

みやこし仏具店 釧路市鳥取北4-21-6 53-0438

㈲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

㈲タチバナ 釧路市南大通5-3-9 41-2586

㈲カネジュー池田 釧路市北大通11-2-4 25-3233

㈲さかたの花　春採店 釧路市春採4-9-12　コープさっぽろ春採店 42-8783

㈲さかたの花　中央店 釧路市春採7-10-2　コープさっぽろ中央店 47-0087

㈲さかたの花　星が浦店 釧路市星が浦大通2-6-1 54-2712

㈲さかたの花 釧路市新富士町5-3-36 51-8783

アミ 釧路市春採7-6-7 47-2333

㈲さくらい生花店 釧路市北大通12-2 22-4654

㈲さくらい生花店 釧路市松浦町10-2 24-9090

グリーンショップきたがわ 釧路市益浦2-21-5 91-8832

フラワーショップ　ジョイフルーレ 釧路市富士見2-3-1 64-5503

ＤＣＭホーマック　中園店 釧路市中園町9-3 22-1496

ＤＣＭホーマック　千代ノ浦店 釧路市千代ノ浦2-15 43-1496

ＤＣＭホーマック　星が浦店 釧路市星が浦大通2-6-36 54-2111

ＤＣＭホーマック　鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-2-8 55-5881

100YENPLAZA　ダイソー＆アオヤマ　釧路貝塚店 釧路市貝塚3-2-28 44-3533

ザ・ダイソー 釧路市昭和中央4-18-1 54-0907

ＭＩ　ＰＬＡＺＡ　札幌丸井三越 釧路市昭和中央4-18-1 45-3400

イルーシー300 釧路市昭和中央4-18-1 55-5231

パッケージプラザ　我満 釧路市愛国東3-8-15 39-5055

BASE 9 釧路市錦町4-4-1 64-7735

Ｆｌｏｗｅｒ＆ｃａｆｅ　椿 釧路市花園町7-11 65-6812

カフェ　くるる 釧路市北大通9-1 080-4954-9488

⑩家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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フトウ電気商会 釧路市芦野2-16-6 37-2299

auショップ芦野 釧路市芦野1-8-18 39-1120

iphone修理工房　釧路店 釧路市愛国東1-10-1　フクハラ愛国店内 39-7777

㈲ヤブタデンキ 釧路市旭町4-3 22-5436

ドコモショプ日専連釧路店 釧路市北大通2-7 0120-980-240

ドコモショプ日専連春採店 釧路市春採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 釧路市鳥取大通2-6-15 68-4067

オフハウス釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-6-15 68-4068

ホビーオフ釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-6-15 68-4069

なんでもリサイクルビッグバン釧路星が浦店 釧路市星が浦大通2-5-10 51-3196

リユースショップ　オキドキ釧路店 釧路市入江町15-26 32-2224

リユースショップ　セカンドストリート昭和店 釧路市昭和町4-5-9 55-5550

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

ヤマダ電機　テックランド釧路店 釧路市昭和中央3-20-1 55-5851

㈲釧路ホクト電気 釧路市昭和中央1-5-4 52-2266

ケーズデンキ　釧路本店 釧路市鳥取大通3-5-1 55-6777

釧路トヨタ自動車㈱クレイン鳥取大通店 釧路市鳥取大通6-4-3 55-5800

内田電器 釧路市北大通5-5 22-6521

㈱デンキのエースたかはし 釧路市春採1-15-7 41-5423

auショップ久寿里橋 釧路市川上町6-7 32-7788

auショップ釧路新橋 釧路市新橋大通2-3-111 31-7878

auショップ釧路昭和 釧路市昭和南3-16-23 55-5222

くぼたでんき 釧路市桜ヶ岡2-26-8 91-6611

ほがらかサロンたかでん 釧路市武佐1-24-18 46-2725

㈲伯苗和電器 釧路市武佐1-32-14 46-3400

ちゅ～ぼ～生活 釧路市大楽毛1-8-14 57-2141

㈲デンキのプラザ釧路 釧路市新橋大通1-1-5 25-1616

ドコモショップ新橋大曲店 釧路市柳町10番7号 31-3737

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

㈲バスピカクリーナー 釧路市春採1-15-15 42-2601

ゲオ釧路星が浦店 釧路市星が浦大通2-5-32 55-5556

ゲオ釧路貝塚店 釧路市貝塚町3-2-28　コープさっぽろ貝塚店1F 44-2681

⑪電化製品、携帯電話、リサイクル品等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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釧路トヨペット㈱本店 釧路市喜多町1-39 24-2100

釧路トヨペット㈱星が浦店 釧路市星が浦大通3-4-30 52-2280

釧路トヨペット㈱ネッツトヨタ道東　釧路店 釧路市鳥取大通4-16-5 52-3330

㈱釧路スズキ販売 釧路市双葉町9-5 24-3915

㈲渡辺商会 釧路市春採5-9-23 41-5319

ピットオフ　釧路店 釧路市入江町12-1 21-5535

㈱Car Road 釧路市貝塚3-5-27 68-5600

トヨタカローラ釧路㈱ 釧路市堀川町6-14 23-7131

㈲カーショップ　オモテ 釧路市星が浦大通5-4-3 51-2039

㈱オートサロン・スタッフ 釧路市鶴野66-23 52-7172

道東スズキ㈱ 釧路市星が浦大通4-5-6 52-1123

ジェームス　星が浦店 釧路市星が浦大通4-3-40 54-3060

トヨタカローラ釧路㈱ 釧路市堀川町6-14 23-7131

トヨタカローラ　星が浦店 釧路市星が浦大通3-3-10 52-2772

ボディサービスセンター 釧路市入江町6-17 25-6869

メルセデス・ベンツ釧路 釧路市星が大通４－３－２７ 52-1145

植本自動車整備工場 釧路市鳥取大通7-9-1 51-1223

ネッツトヨタ釧路㈱しんばし店 釧路市新橋大通7-2-15 24-4111

ネッツトヨタ釧路㈱ほしがうら店 釧路市星が浦南2-4-3 51-5381

ネッツトヨタ釧路㈱ふみぞの店 釧路市文苑1-59-11 38-7080

ミスタータイヤマン釧路店 釧路市星が浦大通3-6-2 51-3316

ホンダカーズ西釧路　鳥取店 釧路市鳥取大通9-2-27 51-2621

ホンダカーズ西釧路　入江店 釧路市入江町11-2 22-8121

釧路三菱自動車販売㈱ 釧路市堀川町5-45 23-4181

㈱クシロワークス 釧路市星が浦大通1-1-12 55-0123

オートバックス　釧路星が浦 釧路市星が浦大通1-9-30 65-6202

丸井産業㈱　新釧路店 釧路市新釧路町14-1 64-1755

タイヤショップ　タイタム 釧路市新釧路町14-3 23-3337

釧路トヨタ自動車㈱釧路店 釧路市鳥取南5-11-10 51-1118

釧路トヨタ自動車㈱桜ヶ岡店 釧路市桜ケ岡4-6-2 91-1112

釧路トヨタ自動車㈱鳥取マイカーセンター 釧路市鳥取大通7-3-8 51-1416

レクサス釧路 釧路市鳥取大通6-4-1 55-5050

イエローハット　星が浦店 釧路市星が浦大通3-5-1 55-5535

ビークルショップ　FRG 釧路市鳥取大通3-20-20 35-3085

合同会社　加賀モータース 釧路市鶴野東5-24-20 51-2030

タイヤ館　釧路 釧路市鳥取大通4-3-3 55-4533

Micapica 釧路市星が浦大通1-1-20ＰＡＬ内 64-5162

クルマスト 釧路市鳥取大通５丁目8-8 65-8208

⑫自動車関連用品、自動車整備等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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道東リペアサービス 釧路市星が浦南１丁目5番21号 090-1308-4838

20



㈲すきっぷ 釧路市新橋大通5-1-2 21-7100

北海シェル石油㈱　大町給油所 釧路市大町2-2-6 41-0338

北海シェル石油㈱　新橋給油所 釧路市新橋大通5-2 24-0656

マルハ燃料商会 釧路市若竹町11-4 24-0221

㈱三宝商会　共栄給油所 釧路市共栄大通9-1 22-2514

㈱三宝商会　星が浦給油所 釧路市星が浦大通3-3-8 52-0898

㈱三宝商会　愛国給油所 釧路市芦野5-16-6 37-9601

㈱東部石油ユアサ　白金給油所 釧路市川北町8-36 24-6779

釧路アポロ石油㈱　副港店 釧路市宝町2-2 23-5461

クシロ灯油販売 釧路市星が浦北5-2-3 52-4358

㈱オカモト　セルフ釧路 釧路市入江町12-1 21-7707

北海道エネルギー㈱チャレンジ鳥取給油所 釧路市鳥取大通6-7-1 51-2182

北海道エネルギー㈱緑ケ岡給油所 釧路市緑ケ岡2-1-30 41-3901

北海道エネルギー㈱チャレンジ昭和南給油所 釧路市昭和南4-39-1 53-1616

ホーム燃料 釧路市愛国東1-38-3 36-8965

㈱東日本宇佐美　３８号釧路給油所 釧路市星が浦大通5-3-32 55-2333

丸井産業㈱　入江町ＳＳ 釧路市入江町10-3 22-9325

丸井産業㈱　大楽毛ＳＳ 釧路市大楽毛西2-9-5 57-8605

大栄商事㈱　材木町給油所 釧路市材木町15-14 42-9980

大栄商事㈱　愛国東給油所 釧路市愛国東1-11-10 36-3721

大栄商事㈱　鳥取南給油所 釧路市鳥取南5-5-19 51-4410

有田燃料㈲ 釧路市武佐1-25-2 46-3733

釧路石炭販売㈱　本社 釧路市南大通5-2-23 41-4181

釧路石炭販売㈱　第3春採給油所 釧路市春採7-1-26 46-1960

釧路石炭販売㈱　第5桜ヶ岡給油所 釧路市桜ヶ岡4-6-6 91-6157

釧路石炭販売㈱　配送センター 釧路市桜ヶ岡7-1-26 46-4569

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

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

北日本石油㈱釧路販売支店　阿寒北町ＳＳ 阿寒町北町3-2-40 66-3530

共栄燃器サービス 釧路市新富士町4-7-23 52-7015

㈱山仁　野口商会 釧路市川上町5-1 64-5016

西港石油㈱ 鳥取給油所 釧路市鳥取大通6-5-2 51-2702

西港石油㈱ 阿寒給油所 阿寒町新町1-5-17 66-5566

㈱丸平 旭バイパス給油所 釧路市古川町29-6 65-1220

⑬ガソリンスタンド、燃料等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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ダスキンサービスマスター　北辰店 釧路市堀川町2-11 24-8161

㈲プラザハウス 釧路市文苑3-27-2 36-7458

大同工業㈱ 釧路市鳥取大通3-21-27 52-2291

㈱インプロ 釧路市昭和中央1-7-9 53-5001

ダスキン釧路　西支店 釧路市鳥取大通9-6-16 51-0090

北海道エア・ウォーター㈱　釧路エネルギー営業所 釧路市新栄町17-20 22-7374

㈱鈴木設備工務店 釧路市芦野4-1-3 36-4281

釧路ガス㈱ 釧路市寿4-1-2 22-8101

長江建材㈱ 釧路市入江町12-19 24-4141

丸井産業㈱ 釧路市入江町10 23-2448

ミスタークラフトマン 釧路市昭和中央4-18-1 55-7145

太平洋設備㈱ 釧路市春採5-16-17 46-3474

⑭住宅関連、生活関連サービス等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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理容室　カットイン　ふちもと 釧路市若松町8-19 24-5457

ヘアーキック 釧路市中鶴野33-12 53-0606

ヘアーサロンくぼ 釧路市愛国東4-24-5 37-5030

ヘアアート　ヒスクラブ 釧路市緑ヶ岡2-25-1 42-7055

㈲アトリエ　たかおき 釧路市新川町4-7 23-8474

カット＆パーマ　髪風 釧路市芦野5-16-10 36-6800

KERA 釧路市豊川町17-15 31-0007

ヘアカラーマート中園店 釧路市中園町10-2 64-1779

ヘアカラーマート武佐店 釧路市武佐3-47-11 46-5948

㈱ヘアナビ 釧路市北大通8-1　サイトビル3F 25-0507

スズラン美容室 釧路市美原3-23-4 37-0120

理容あしの 釧路市芦野2-22-18 36-1788

カズサ美容室 釧路市南大通6-1-9 41-6918

エステティックサロン　てぃーだ 釧路市文苑3-50-6 37-7767

㈱ヘアープラザ　いえやま 釧路市星が浦大通1-5-23 52-4455

Creaitos ハニー 釧路市暁町4-23 24-5652

トータルビューティサロン　Pearl Eye 釧路市若竹町14-17 24-3233

ape hair desin 釧路市春日町3-5 24-0055

サロンド　アーナ　サイトウ 釧路市若草町15-8 24-3935

美肌再生エステサロン脱毛サロン　Ａｔｒｅ ～ アトレ 釧路市愛国東2-20-18 39-5122

ヘアーサロンみのる 釧路市若松町4-6 24-4671

トータルビューティサロン　マジョリカ 釧路市昭和中央4-18-1 45-0046

美容室　Ｕ’ｒｕｎ 釧路市昭和中央4-18-1 55-7333

ヘアースタジオ　さいとう 釧路市春採5-9-1 41-5927

ヘアーブティックカンナ 釧路市城山１－６－２２ 41-0100

美容室　モアレ 釧路市春採6-8-27 41-1140

Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｉｅｌ 釧路市共栄大通5-2-19 23-1125

ヘアーステージ 釧路市共栄大通3-1　三共ユタカビル1F 23-1033

犬の美容室　A-studio 釧路市東川町14-12 090-9529-1115

くしろ　わんこ 釧路市芦野2-10-15 37-7915

ビューティーツボイ 釧路市北大通13-2 22-1571

理美容かめなし 釧路市緑ヶ岡1-20-2 42-3535

ビューティーサロン　ユーコ 釧路市緑ヶ岡1-20-2 42-3535

葉舞 釧路市新橋大通5-1-10 24-9555

アイ・エス・アイ美容室 釧路市鳥取大通5-1-13 51-5022

EVA　美容室 釧路市共栄大通2-2-9 22-7583

ヘアーチョッキ―　春採店 釧路市春採7-1-48　ビッグ春採店内 46-2408

うらん美容室　U'run 釧路市昭和中央4-18-1　イオン昭和店内 55-7333

⑮理容、美容、貸衣装等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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エレクトーンズ　美容室 釧路市新栄町21-14　日赤病院内 24-5638

ブライダルプラザ　イーグレ 釧路市浪花町12-2-12 23-5796

ヘアーサロンNIWA 釧路市文苑1丁目25番7号 38-1538

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

Hair Art Shop HIPPIE 釧路市昭和南4-25-17 53-3399

カットサロン　ミヤコ 釧路市大川町3-23 41-2896

カットサロン　ミヤコ 釧路市星が浦北2-1-33 53-3747
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ゲストハウスCRANE鶴 釧路市星が浦大通2-4-29 090-1526-5600

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

民宿かのう 釧路市貝塚3-7-22 41-1855

東横INN　釧路十字街 釧路市北大通7-2-1 23-1045

ホテルWBF　釧路 釧路市川上町4-1 23-3311

釧路プリンスホテル（宿泊） 釧路市幸町7-1 31-1111

ホテル桶谷 釧路市鳥取大通3-11-1 52-1101

ゲストハウス幣 釧路市南大通1-2-5 64-6849

ゲストハウス灯 釧路市米町2-9-5 64-6849

駅前ホテル　パルーデ釧路 釧路市末広町12-2 23-3111

ホテルマーシュランド 釧路市鳥取大通5-2-5 51-5557

山花温泉リフレ 釧路市山花14線131番 56-2233

⑯ホテル・旅館

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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㈱日本旅行　北海道釧路支店 釧路市仲浜町5-15 99-9460

日専連旅クラブ春採店 釧路市春採7-1-24　コーチャンフォー釧路店内 65-6311

㈱トヨタレンタリース釧路 釧路市栄町12-1-1 23-0100

㈱トヨタレンタリース釧路　釧路空港店 釧路市鶴丘2-315 57-4100

㈱トヨタレンタリース釧路　鳥取店 釧路市鳥取大通8-2 53-0100

三ッ輪旅行企画 釧路市錦町5-3 25-2277

阿寒バス旅行サービス 釧路市昭和中央4-18-1 55-7300

東武トップツアーズ㈱　釧路支店 釧路市錦町4-7-1　釧路錦町駐車場ビル1F 24-6131

レントオール釧路 釧路市鳥取北６丁目４－２７ 51-2165

阿寒バス旅行サービス　トラベルサロンイオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1　イオンモール釧路昭和２階 55-7300

⑰旅行代理店、レンタカー、レンタル品等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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アイナックス・クリーニング㈲　コープさっぽろ貝塚店 釧路市貝塚3-2-28 42-7410

アイナックス・クリーニング㈲　ザ・ビッグ春採店 釧路市春採7-1-48 47-0585

アイナックス・クリーニング㈲　ザ・ビッグ川北店 釧路市川北町1-3 24-3588

アイナックス・クリーニング㈲　ザ・ビッグ文苑店 釧路市文苑2-48-11 38-6877

㈲ファミリークリーニング　本店 釧路市武佐1-1-9 46-4600

㈲ファミリークリーニング　春採 釧路市春採4-19-12　コープさっぽろ春採店内） 43-0550

㈲ファミリークリーニング　新橋大通 釧路市新橋大通4-1-2　コープさっぽろ新橋大通店内） 22-3911

㈲ファミリークリーニング　星が浦 釧路市星が浦大通3-5-13　コープさっぽろ星が浦店内） 52-9461

クリーニングのトップ　芦野 釧路市芦野1-2-1 38-5544

新生舎クリーニング 釧路市新富士町4-3-46 51-1305

花まるクリーニング　南大通岡本商店 釧路市南大通3 41-6922

㈲サンワクリーニング 釧路市新富町9-19 23-2633

アイナックスクリーニング　イオンモール釧路昭和店 釧路市昭和中央4-18-1 55-7270

マルセンクリーニング　星が浦アネックス店 釧路市星が浦大通4-5 52-4649

マルセンクリーニング　ビックハウス旭町店 釧路市川上町9-7 22-7007

マルセンクリーニング　スーパーアークス鳥取大通店 釧路市鳥取大通2-2-24 51-9490

マルセンクリーニング　文苑店（コインランドリー併設） 釧路市文苑2-26-2 65-5400

マルセンクリーニング　コープ桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4-2-22 91-4878

マルセンクリーニング　コープ中央店 釧路市春採7-10-2 46-2300

マルセンクリーニング　新富店（丸一商店） 釧路市新富町15-21 25-6840

マルセンクリーニング　愛国東店 釧路市愛国東4-6-1 36-8220

マルセンクリーニング　愛国店 釧路市愛国東2-9-10 36-9432

マルセンクリーニング　小西米穀店 釧路市富士見町2-4-4 41-5540

マルセンクリーニング　佐藤商店 釧路市浦見8-2-28 41-1017

マルセンクリーニング　藤田ストアー店 釧路市大楽毛西2-28-35 57-3000

花まるクリーニング　鳥取スーパーヒロセ店 釧路市鳥取大通7-3-23 51-8139

花まるクリーニング　南大通岡本商店 釧路市南大通3 41-6922

花まるクリーニング　イタバシ電器商工会店 釧路市共栄大通6-1-4 22-0719

花まるクリーニング　バラエティギフト店 釧路市愛国西2-3-18 36-8111

花まるクリーニング　さくら米穀店 釧路市桜ヶ岡5-20-1 91-6290

花まるクリーニング　武佐若草文具店 釧路市武佐2-25-13 46-5167

花まるクリーニング　浦見橋本商店 釧路市浦見5-2-16 41-4913

花まるクリーニング　阿寒農協ストアー店 釧路市阿寒町北新町1-4-1 66-3024

釧路クリーニング　フクハラ公立大学前店 釧路市文苑4-1-6 37-9666

日光クリーニング　興津店 釧路市興津5-1-42 91-6668

日光クリーニング　チェリー店 釧路市春採6-10-1 41-9372

日光クリーニング　共栄店 釧路市共栄大通8-2-14 24-3307

第一クリーニング　春採支店 釧路市春採8-8-8 41-1081

⑱クリーニング等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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第一クリーニング　芦野店（コインランドリー併設） 釧路市芦野3-1-16 37-7114

第一クリーニング　文苑店 釧路市文苑4-16-1 38-2113

第一クリーニング　美原店 釧路市美原4-1-20 37-0371

第一クリーニング　フクハラ愛国店 釧路市愛国東1-10-1 36-5466

第一クリーニング　フクハラ昭和店 釧路市昭和中央3-3-11 53-8810

第一クリーニング　フクハラ中園店 釧路市中園町10-1 23-3418

エンパイア―　星が浦店 釧路市星が浦大通2-6　フクハラ星が浦店内 54-2701

エンパイア―　春日店 釧路市春日町6-14　フクハラ春日店内 24-9688

エンパイア―　柳町店 釧路市柳町12-16 25-5320

エンパイア―　武佐店 釧路市武佐3-61　フクハラ武佐店内 47-2570

エンパイア―　興津店 釧路市興津2-41-3 91-2860

エンパイア―　鳥取大通店 釧路市鳥取大通5-4-12 52-1511
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明光義塾　釧路愛国教室 釧路市光陽町14-8 32-7870

明光義塾　釧路鳥取教室 釧路市鳥取北10-5-22 65-9933

明光義塾　釧路春採SC教室 釧路市春採7-1-48 65-6458

アーユルヴェーダひだまり 釧路市住吉1-11-32 64-9796

釧路防災設備 釧路市緑ヶ岡3-1-35 42-2555

露風庵・邦紀 釧路市黒金町13-25　和商市場内 22-2662

フットケア　ブルーレース 釧路市北大通11-1 22-3966

加納カイロプラクティック治療院 釧路市貝塚3-7-22 41-1854

Ｐｅｃｏｍｉ 釧路市春日町3-6丸平ビル2Ｆ 64-1385

囲碁サロン尾越 釧路市松浦町12-4 3階 孝仁会学生寮 65-1541

鈴木小型運送㈱ 釧路市喜多町9-29 22-2747

rin-ne 釧路市文苑1-6-10 65-8611

光海藻　釧路 釧路市鳥取北5-18-18 090-1382-7594

中央防災システム㈱ 釧路市材木町15-13 42-1611

クリクラ釧路 釧路市材木町15-13 42-5551

メイクスタジオcafé 釧路市共栄大通1-2-18 25-7975

強もみ専門　足もみの駒沢 釧路市緑ヶ岡2-37-17 65-6165

㈲野上商会 釧路市愛国東1-25-3 37-8950

㈲あわづ犬猫専門病院 釧路市愛国西2-1-3 37-1000

㈲鳥せい愛国店 釧路市愛国東2-11-17 36-8989

プロノ釧路西店 釧路市星が浦大通2-5-10-2 55-2601

㈲丸喜冠葬 釧路市米町3-1-25 42-3211

㈲ソフトビート 釧路市城山1-4-26 42-2690

Ｘ－ボウル 釧路市昭和中央4-18-1 55-7228

さくら湯 釧路市入江町12-8 23-3248

けんこう堂　EM 釧路市春採4-3-18 65-1990

フランス料理　ガストーラ 釧路市愛国東4-6-4 64-5066

aurora★アウローラ 釧路市幸町7-1　釧路プリンスホテル8F　841 090-2815-0273

クッキングサロン　ヤマカ 釧路市若竹町2-5 22-0121

釧路ヤクルト㈱ 釧路市鳥取大通7-2-1 53-8960

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

ウィル　はり・灸　治療院 釧路市若松町8-5 65-7107

コインランドリー　若松店 釧路市若松町8-5 65-7107

ウィル　家事代行サービス 釧路市若松町8-5 65-7107

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2-5-27 55-1101

釧路パレスボウル 釧路市幸町10-1 24-0311

ディーボルダリング釧路 釧路市幸町10-1　釧路パレスボウル2F 64-6959

釧路市ふれあいホースパーク 釧路市山花10-1 56-2566

　 他に分類されない業種

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。
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くしろフィス 釧路市末広町11-1-10 24-2946

学習塾あすなろ会　本部教室 釧路市鶴ヶ岱3-3-24 42-1119

学習塾あすなろ会　春採教室 釧路市桜ヶ岡1-10-33 91-5522

学習塾あすなろ会　文苑教室 釧路市文苑1-58-7 37-8160

学習塾あすなろ会　昭和教室 釧路市昭和中央4-2-6 53-1171

学習塾あすなろ会　駅前教室 釧路市黒金町13-1-5 レジデンス黒金2階 22-1119

Mugen　星が浦校 釧路市星が浦大通2-7-1 52-8160

Mugen　イオンモール釧路昭和校 釧路市昭和中央4-18-1 55-4119

Mugen　景雲校 釧路市愛国西2-6-4 38-7676

東進　鶴ヶ岱校 釧路市鶴ヶ岱3-3-24　本部教室内 43-2555

東進　駅前校 釧路市黒金町13-1-5 レジデンス黒金1階 24-2545

看護・公務員予備校 釧路市鶴ヶ岱3-3-24 地下1階 42-7456

味工房いちみ 釧路市昭和南5丁目1-20 53-8066

釧路市動物園協会 釧路市阿寒町下仁々志別１１番地 56-2124
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運転代行YOU 釧路市南大通3-2-17 41-1100

釧路交通㈱ 釧路市星が浦大通5-5-49 52-3535

第一共栄交通㈱ 釧路郡釧路町光和1-2 36-9111

まりも交通㈱ 釧路市益浦1-10-40 68-5563

運転代行　愛 釧路市大楽毛3線185-39 65-9311

モーちゃん運転代行 釧路市川上町5-1　野口商会2F 68-5040

こばとハイヤー 釧路郡釧路町木場1-10-1 36-3636

運転代行　MAC 釧路市文苑　2-8-17 090-1308-5155

運転代行　アップ 釧路市昭和南5-27-27 52-0297

釧路日交タクシー㈱ 釧路町曙1-2-9 36-1155

金星釧路ハイヤー㈱ 釧路市仲浜町4-7 22-7437

釧路北交ハイヤー㈱ 釧路市堀川町7-22 22-5417

ふくながタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

岡本ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

菊地タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

江良タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

本間タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

つちだＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

野中タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

相澤タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

白陽タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

鈴木タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

今井ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

大沼タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

おいかわタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

おくのタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

かるべタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

福島タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

中田タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

田村タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

竹内タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

吉田タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

東川タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

髙杉タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

山崎タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

ひまわりタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

こしうらＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

大山タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

⑲タクシー、運転代行

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。
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すがのタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

中尾タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

光陽タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

小林ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

川口ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

小川タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

タクシー２７ 釧路市若草町10-24 24-2810

早坂タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

丹頂ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

菅野ＴＡＸＩ 釧路市若草町10-24 24-2810

あいりんタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

髙橋タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

すみれタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

しつげんタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

サンキュータクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

銀タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

あきたタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

池田タクシー 釧路市若草町10-24 24-2810

かもめタクシー 釧路市若草町10-24 24-2810
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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

Bistro La Nature 釧路市芦野5-27-18 35-1669

喰処　鮭番屋 釧路市浜町4-11 25-0503

ぱらだいすかふぇ 釧路市中園町7-12 32-2040

㈱さがみ家 釧路市末広町5-7 31-1129

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

アーユルヴェーダひだまり 釧路市住吉1-11-32 64-9796

ビストロカーサ　JiZi 釧路市桜ヶ岡2-13-4 64-5517

焼肉 大野屋 釧路市浦見3-4-16 41-8368

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

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

展望レストラン　ワンピース 釧路市材木町21-78 43-2888

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

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

焼肉ダイニング　かもめ食堂 釧路市大楽毛南5-12-22 57-6616

オムライス専門店　アロハ 釧路市新富士町4-8-25 65-9894

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

中国料理　楓林 釧路市松浦町8-2 25-0134

焼肉　万国 釧路市愛国東2丁目15-18 36-6551

さいわい食堂 釧路市幸町9-1 64-6211

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

レストラン　トップ　オブ　クシロ 釧路市幸町7-1 31-1111

中国料理　錦 釧路市幸町7-1 31-1111

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

㈲マンチキン 釧路市鶴野143-13 52-5452

Bar de la Emi 釧路市星が浦大通1-3-28 35-1590

焼肉ごしき苑 釧路市文苑1-9-9 65-9141

Rest Area Jizi愛国店 釧路市愛国東4-4-3 38-7288

百萬里　武佐店 釧路市武佐2-2-23 090-2695-6720

 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

むらかみ食堂 釧路市黒金町14-9-1　大和ビル2F 23-7721

やきにく　燦 釧路市桜ケ岡4-4-7 65-9629

香林 釧路市川上町4-1-15 24-9440

中国料理　志仙 釧路市新栄町13-13 25-4005

市場亭 釧路市黒金町13-25 25-2108

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

とんでん龍 釧路市武佐3-20-11 46-4139

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。

⑳食堂、レストラン、焼き肉店等
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中国料理　陽陽亭 釧路市新富町15-19 24-3025

レストラン　シトロン 釧路市桜ヶ岡2-9-13 91-2428

六華園 釧路市愛国東4-12-6 36-6220

カフェレストラン　ポン・ヌフ 釧路市文苑1-24-3 38-0070

ぶた福 釧路市大楽毛西1-15-8 57-4635

釧路霧のビール園 釧路市錦町2　釧路フィッシャーマンズワーフ　３Ｆ 23-5251

Joie 釧路市鳥取大通5-16-20 53-3055

味富食堂 釧路市北大通9-3 22-0923

レストラン　八白 釧路市星が浦大通1-4-35 52-1713

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

くまねこ食堂 釧路市緑ヶ岡4-9-19 42-2088

焼肉レストランピットイン新橋店 釧路市新橋大通6-1-15 21-6441

びっくりドンキー十條店 釧路市鳥取大通2-6-1 51-8123

カレーの店　からす亭 釧路市中園町7-16 23-3099

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

陽華亭 釧路市益浦3-1-2 91-5521

天慎飯店 釧路市新橋大通6-1リーフタウン 25-3838

ココス　釧路店（COCO'S） 釧路市新橋大通2-3-1 32-7626

Kuu　Kuu 釧路市若竹町12-4 64-5232

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

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

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

釧路倶楽部 釧路市大町1-1-11ベイサイドビル２Ｆ 65-7594

フランス料理　ガストーラ 釧路市愛国東4-6-4 64-5066

牛角　釧路昭和店 釧路市昭和中央3-44 52-2989

dining bar ARUGO 釧路市栄町8-2 24-2688

ポーシェール 釧路市鳥取大通8-8-14 070-2809-0894

エストディ　ズッパ 釧路市末広町7-1　大光ビル1F 32-0855

とんき 釧路市末広町3-5 23-6101

うるとら食堂 釧路市入江町12-42 31-5577

焼肉つるみ 釧路市住吉1-4-4 22-6695

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

焼肉大鵬 釧路市寿3丁目4番8号 24-9156

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

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

食事処　しつげん 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフ　1F 090-2050-0005

焼肉　こひゃん 釧路市末広町2-8-3 23-8877

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

やきにくさ倉 釧路市栄町3-2 68-4355

かつ善　新川店 釧路市新川町15-13 23-1213
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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

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2-5-27 55-1101

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

キッチン　クロスロード 釧路市新栄町21番14号　釧路赤十字病院1階 22-6700

まる家食堂。 釧路市黒金町7-3　釧新ビル１Ｆ 95-0405

魚介とワインK 釧路市栄町3-1　ミヤタビル1F 24-7337

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

和食・拉麺　北斗 釧路市錦町5-3 23-0231

Bistro Bar Berge Aone 釧路市川上町2-2-12 65-7788
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貴久屋食堂 釧路市美原4-1-24 37-6858

そば処　如月 釧路市愛国東4-12-1 65-7280

ラーメン専門店　ミハラ 釧路市中園町19-4 25-1437

若竹東家分店 釧路市若竹町1-13 22-4713

東家文苑店 釧路市文苑2-15-14 38-5878

春採東家分店 釧路市春採3-6-4 41-6608

宝龍 釧路市城山2-3-10 41-9456

露風庵・邦紀 釧路市黒金町13-25　和商市場内 22-2662

つぶ焼　かど屋 釧路市栄町4-1 24-4039

釧路ラーメン　まるひら 釧路市浦見8-1-13 41-7233

㈲石川長寿庵 釧路市桜ヶ岡1-10-31 91-3697

蕎麦　くつざわ 釧路市桜ヶ岡4-2-7 65-1295

更科ごまそば　竹乃庵 釧路市光陽町23-25 25-4567

拉麺はちべえ 釧路市幸町7-3-10幸町ビル２Ｆ 31-1616

麺や北町 釧路市鳥取大通7-5-12 51-1555

ラーメン　釧縲 釧路市武佐1-2-15 46-0400

芦野　東家 釧路市芦野2-1-12 36-4277

中華料理　山水園 釧路市桜ヶ岡2-13-7 91-9888

ラーメンたかはし 釧路市栄町3-2 22-4348

釧路拉麺　はま虎 釧路市入江町13-2 64-6185

銀龍 釧路市鳥取大通8-7-12 51-8480

博多ラーメン　ふくちゃん 釧路市昭和中央4-3-5 51-9841

ラーメンの寶龍　駅前店 釧路市黒金町13-26-3 24-7830

ぬさまい東家 釧路市南大通1-1-5 41-5768

そば処　山藤 釧路市新橋大通2-3-6 25-8887

そば処　松風庵 釧路市黒金町6-1 22-3718

そば処　江戸東 釧路市大楽毛西2-28-33 57-4455

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

そば処丸善　くしろ庵㈲ 釧路市昭和中央3-21-16 51-9463

喜多の味らーめん春採店 釧路市春採7-1-55 46-5581

㈲八松庵 釧路市武佐3-10-1 46-6935

城山　東家 釧路市城山1-5-8 41-5360

合同会社　ラーメン屋　夏堀 釧路市春日町4-3 35-3812

福龍軒 釧路市光陽町23-25 25-2771

そば処　頓化苑　寿庵 釧路市寿1-3-17 22-2679

北大通　東家 釧路市北大通4-3 23-9391

鶴の庵そば店 釧路市鳥取大通5-3-8 51-2828

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

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。

㉑そば、うどん店、ラーメン店等
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麺屋　壱福 釧路市材木町2-6 41-1290

川北東家 釧路市川北町7-14 23-1750

竹家 釧路市中園町11-2 22-0314

○二　藪そば 釧路市入江町14-19 24-9393

そば処　五利家 釧路市愛国西1-2-3 65-5786

梅風堂 釧路市新富町16-5 24-9464

ラーメン純水 釧路市昭和中央4-18-1 55-7192

味処 日本橋 釧路市昭和中央4-18-1 55-7178

昇龍天 釧路市浪花町8-3 24-8315

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

竹老園　東家総本店 釧路市柏木町3-19 41-6291

富士見東家 釧路市富士見1-8-12 41-2543

ラーメンのいわまつ 釧路市弥生2-8-21 41-9339

そば処　はま長 釧路市春日町4-5 22-5866

おそばやびくとりー 釧路市喜多町10-31 25-2312

新栄町　東家 釧路市新栄町12-11 22-2272

鳥取南八丁目東家分店 釧路市鳥取南8-8-6 51-4265

そば処　宮嶋 釧路市美原4-1-8 37-0354

ラーメンの高橋 釧路市鳥取大通3-20-15 52-0712

そば乃青山亭 釧路市鶴野277-3 53-5548

魚一らーめん工房 釧路市幸町13-1　釧路丹頂市場内 23-4541

めん処　剛味家 釧路市武佐1-1-10 64-1788

㈱東家旭 釧路市柳町8-8 24-0750

くしろらーめん柳苑 釧路市住之江町11番31号 24-7272

そば処蒼 釧路市鶴野東５-１９-２３ 68-5280
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寿司の静 釧路市昭和町1-4-12 51-8550

くしろ都寿司 釧路市栄町4-9 24-2339

㈲喜久鮨 釧路市末広町4-1 24-7895

鮨政 釧路市栄町4-1 22-4330

八千代本店 釧路市末広町3-5 22-0018

千歳鮨 釧路市千歳町1-4 42-4983

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

㈲まる金寿し 釧路市若竹町11-17 25-5945

㈲吉江寿司 釧路市南大通3-1-3 41-2674

㈲三共八千代寿司 釧路市共栄大通4-1-18 23-8225

鮨の錦 釧路市愛国東2-16-18 38-2223

寿司せい乃 釧路市暁町12-23 24-9551

まつりや新橋店 釧路市新橋大通1-1-19 21-6777

亀寿司 釧路市川上町3-1 25-1048

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

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

鮨処　三井 釧路市栄町3-1 24-3456

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。

㉒すし店
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旬鮮炉ばた　もりや 釧路市末広2丁目　ホテルパコ１Ｆ 32-0012

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

○楽 釧路市栄町4-13 24-1980

居酒屋とんぼ 釧路市川上町3-3-3　第1舟見ビル2F 24-1341

四季の味わい　醍醐 釧路市錦町5-3　三ッ輪ビル地階 23-0231

炉ばた　番小屋 釧路市末広町4-9　フジビル1F 25-0033

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

大衆居酒屋　日米 釧路市末広町2-9 22-5004

七輪酒肴こいき 釧路市栄町5-3 090-9515-4525

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

くしろ駒形家 釧路市栄町6-2 24-4658

家庭料理とお酒　のりん処 釧路市末広町3-7　末広銀座　1Ｆ 090-7715-7961

くし炉　あぶり家 釧路市末広町5-6 22-7777

鮨　肉　酒肴　KOKOROZASHI 釧路市末広町3-4 65-5257

炉ばたと釜飯の店　釜吉 釧路市栄町3-2 31-0510

居酒屋　秋吉 釧路市栄町5-2 22-1221

郷土料理　食事処　ちく半 釧路市北大通3-7　まつむらビル地階 52-5151

和食　ふく膳 釧路市文苑4-27-18 37-5570

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

みのりや 釧路市大楽毛1-10-29 57-4694

ろばた　えにし 釧路市栄町3-2-1 31-2231

鴨とり権兵衛 釧路市緑ヶ岡1-21-20 25-5016

飲み喰い処　番外 釧路市昭和南6-20-16 53-7555

居酒屋　辰魂 釧路市米町3-1 24-8511

Ｑ家 釧路市栄町3-2-1 24-2223

食堂たぼら 釧路市松浦町7-6 070-2424-5686

居酒屋　たきの家 釧路市黒金町9-1 25-5958

すし酒場　笑楽 釧路市川上町5-1　5丁目ビル1F 65-5487

和彩処　あさの 釧路市愛国東4-12-7 65-6056

ダイニングレストランはまぐり 釧路市栄町4-3　灘万ビル1Ｆ 22-3550

炉ばた　浜番屋 釧路市入舟3-6-1 43-0114

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

鳥取厨房　蒼ぞら 釧路市鳥取北4-6-9　サンクレインⅡ 51-3388

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

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

㉓割烹、居酒屋、炉ばた等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。
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炉ばた　けんたろう 釧路市緑ヶ岡2-24-7 42-9793

鉄板ONO寺 釧路市川上町4-2-1 25-2313

王将 釧路市栄町3-1 23-7578

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

食事処　勢㐂（せき） 釧路市末広3-9 25-7555

炉ばた　煉瓦 釧路市錦町3-5-3 32-3233

八千代本店　別亭　六園荘 釧路市浦見6-3-8 41-5116

居酒屋　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

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

炉ばた　釧路しつげん 釧路市栄町4-1 22-2257

炉ばた　かねきち 釧路市幸町7-2-15 23-4530

喰い処　もり政 釧路市新橋大通9-2-18 22-2289

居酒屋　釧之助 釧路市鳥取大通5-11-1 65-8118

炭火焼　きら 釧路市栄町3-1　六本木センター1F 23-9523

㈲鳥せい愛国店 釧路市愛国東2-11-17 36-8989

よいしょ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ1F 22-8882

食事・呑み処　霧笛 釧路市北大通12-2 65-6210

飲み喰い処　みやびや 釧路市光陽町23-25 24-8724

炭焼鮮家　たま鳥 釧路市住之江町12-35 32-3818

串焼ワインバル　華蔵 釧路市末広町3-4　第13エーワンビル 65-8790

居酒屋たむちゃん 釧路市末広2-12-3 080-5727-9163

ラーメン食堂　愛楽亭 釧路市益浦4-1-14 91-5532

ザンギ鳥松 釧路市栄町3-1 22-9761

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

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

溶岩焼居酒屋　彦まる 釧路市文苑4-2-1 38-1711

居酒屋　わらべ 釧路市栄町4-1 22-2773

四季料理　きむら 釧路市鳥取大通5-3-3 52-8880

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

焼鳥・居酒屋　串炉家 釧路市栄町4-2 090-9759-1292

酒肴　瓢 釧路市末広町3-5 23-6104

まつりや春採店 釧路市春採1-13-136 42-0175

炉ばたと釜飯の店　釜吉 釧路市栄町3-2 31-0510

らーめん居酒屋　まるせい 釧路市貝塚2-17-35 42-8111

串あげ処　のどか 釧路市栄町2-3 35-0592

さんぱち釧路昭和店 釧路市昭和町4丁目7-1 68-6038

麺屋さいか 釧路市大楽毛1-8-19 64-5801

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　1F・2F 65-9469

ふく亭　本店 釧路市栄町4-2 24-8744
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釧路ふく亭　櫂梯楼　芦野店 釧路市芦野1-2-8 65-1185

食事の店　星が浦日の出 釧路市星が浦大通1-9-7 51-3030

くしろ　かに本陣 釧路市鳥取大通5-2-5 51-5557

まかない亭　稚鬼稚鬼 釧路市栄町4-1 25-7908

居酒屋　崎じぃ 釧路市栄町2-3kusiro  suehiro base1階 45-1081

居酒屋　喜 釧路市栄町2-15 25-2223

牡蠣居酒屋　参久 釧路市栄町3-1　スペースK-1　1F 24-2939

炉ばた　鱗 釧路市末広町2-24 22-4001

居酒屋　酒仙 釧路市昭和中央3-1-10 52-2155

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

串揚げ処　和からずや 釧路市栄町4-1 24-7667

炉端　もしり家 釧路市住吉2-5-7 42-5811

朱 釧路市栄町3-10　栄町ベイサイドビル1F 65-5838

天ぷら料理　さくら 釧路市栄町3-2-12　栄楽街南口 31-1177

串焼きはっちゃん 釧路市春採４－３０ー２７ 090-8425-5614

酒と飯の喜口屋 釧路市愛国東2-5-15 38-5038

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

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

味工房いちみ 釧路市昭和南5丁目1-20 53-8066

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

炭火焼居酒屋　酒盛 釧路市星が浦北2-1-20 53-8180

溶岩焼こじゃれ 釧路市栄町5-2 68-5886

三代目ホルモン　とんちゃん 釧路市末広町5-5 25-5555
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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

ラシェリール 釧路市末広町２丁目２６番地 22-7110

スナック　ハニー 釧路市春採5-10-1 42-1626

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

Banquet Bar Junk 釧路市末広町6-2 24-0034

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

福司を楽しむ店　蔵人 釧路市栄町3-1 24-8778

女来里愛 釧路市末広町3-5　笛園ビル7F 25-2048

バディア薫子 釧路市栄町4-1 090-1643-1962

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

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

スナック　シンフォニー 釧路市栄町3-2 24-3889

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

めしBAR　ほろり 釧路市栄町4-3　灘万ビル5F 65-5009

BAR CHARLOTTE 釧路市末広町3-7　末広銀座2F 31-1551

スナック　紅 釧路市鳥取大通5-16-3 090-3395-9211

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

ナイトイン　ゆず 釧路市栄町3　３丁目ビル1F 22-8828

Pour mon cher 釧路市末広町4-9　フジビル5F 22-9191

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

ミュージックパブ　エミ 釧路市星が浦大通4-4-30 51-3349

アミューズメントフードバー　パキラ 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ2F 65-1186

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

スナック　恩 釧路市栄町4-9　都ビル2F 090-2697-1521

和風スナック　望洋 釧路市春採6-8-25　春採館1F 41-5928

スナック　ベル＆リキ 釧路市末広町3-5　八千代ビル4F 24-2234

ナイトイン　稀々 釧路市末広町4-9　フジビル7F 24-4888

スナック　リバティ 釧路市末広町3-10　三丁目ビル6F 25-6260

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

和風スナック　琴紺館 釧路市愛国東2-7-10 090-2693-3503

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

スナック　ド・ルージュ 釧路市末広町3-6 46-2849

来道 釧路市末広町5-17　サミットビル2F 090-3390-2317

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

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

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

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

㉔バー、スナック、ナイトクラブ等

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。
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サロン　カビーネ 釧路市末広町3-10　三丁目ビルB1F 31-5957

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

ハイドアウト 釧路市川上町4-2 22-6877

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

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

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

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

Ｃｅｉｌａ 釧路市末広町5-13 オリエンタルプラザ6F 64-6669

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

ナイトインJ 釧路市末広町3-3　ヒルズアルカディア４F 25-2545

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

サロン・ノール 釧路市末広町5-17　サミットビル6F 25-5111

スナック美々 釧路市鳥取大通７-2 夜来人銀座 51-2766

スナック　マイウェイ 釧路市栄町2-6-7　すみ友館3F 25-5355

バー　ヨコハマ 釧路市末広町5-3　サミットビル1F 25-0177

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

和～NAGOMI～ 釧路市末広町3-10　3丁目ビル6F 64-5182

羽音 釧路市末広町5-13　オリエンタルプラザ6F 22-8010

カブロ三愛 釧路市末広町3-10　三丁目ビル2F 23-1188

スナック　マイウェイ 釧路市栄町2-6-7　すみ友館3F 25-5355

スナック　絲 釧路市末広町8-3 090-9522-7801

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
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㈱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

珈琲堂lino 釧路市中園町2-8 65-9656

大美 大内商店 釧路市黒金町13-25 23-4762

おにぎり屋ぱぐ 釧路市浪花町7-1-8 65-6850

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 46-3322

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

ロビーラウンジ　摩周 釧路市幸町7-1 31-1111

㈲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

軽食喫茶　アストリア 釧路市鶴ヶ岱1-1-12 42-7909

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

健康キッチン　ループ 釧路市大川町6-20 95-0825

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

喫茶＆お食事　アイリス 釧路市芦野1-27-23　1F 64-5580

café シエスタ 釧路市芦野5-27-5 37-3306

カフェ　コロン 釧路市北大通7-2 64-7033

ロッテリア ／ どん太鼓 ／ コアラのマーチ焼 / 横浜八景楼 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 釧路市昭和中央4-18-1 55-5531

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

港文館 釧路市大町2-1-12 42-5584

カフェ　ティアラ 釧路市旭町13-7 080-6088-7640

マリー・ギャルソン 釧路市愛国東4-3-14 36-2500

カフェ　くるみ 釧路市南大通4-2-4 64-9693

健康キッチン　ループ 釧路市大川町6-20 95-0825

仕出し　ふく亭 釧路市堀川町1-25 24-1148

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

BASE 9 釧路市錦町4-4-1 64-7735

café シエスタ 釧路市芦野5-27-5 37-3306

くしろ　わんこ 釧路市芦野2-10-15 37-7915

くしろ　ぱんや 釧路市芦野2-10-15 38-3138

くしろ　夕日カフェ 釧路市入舟4-1-1 41-2015

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】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
随時更新します。
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Ｆｌｏｗｅｒ＆ｃａｆｅ　椿 釧路市花園町7-11 65-6812

オキストアー 釧路市共栄大通2-1-1 22-2493

カフェ　モナミ 釧路市星が浦大通1-4-16 95-0756

山花温泉リフレ 釧路市山花14線131番 56-2233

ベーカリー＆カフェ　パ・パン 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフMOO1F 68-5338

ジョイパックチキン芦野本店 釧路市芦野5-1-6 35-9744

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

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

一口茶屋貝塚コープ店 釧路市貝塚3丁目2-28 44-0838

華獅子遊龍 釧路市末広5丁目1番 080-9614-3638

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

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

45



食事処　弁慶 釧路市末広町7-1 31-0017

まいにち屋・キッズスペース&休憩所 釧路市黒金町13-25 22-3226

とんかつ　かん田 釧路市芦野2-21-2 36-2983

㈲まるいち　佐藤商店 釧路市黒金町13-25-2 22-8694

釧路プリンスホテル（宴会場） 釧路市幸町7-1 31-1111

㈲かねしめ瀬野商店 釧路市新富士町2-6-9 24-7840

フードカフェ　チャンティカ 釧路市花園町1-1 25-5504

㈱さとむら 釧路市星が浦大通2-2-2 32-0788

鳥善 釧路市栄町2-15　サンプラザビル1F 22-8472

㈲舟木米穀店 釧路市浪花町9-3 22-4383

食事処　はやし 釧路市米町1-1-17 41-2236

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

㈱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

ポラリス 釧路市黒金町13-25 23-3441

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

大阪やき三太 釧路市光陽町14-9 24-0833

橋本商店 釧路市黒金町13-25 22-6563

㈱さとむら 釧路市星が浦大通2-2-2 32-0788

お持ち帰りの店　ピリカ 釧路市錦町2-4　フィッシャーマンズワーフ　1F 080-3297-9181

カフェ　木いちご 釧路市春採4-30-12 41-6116

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

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

【釧路地区】釧路市サポート商品券　参加店舗【参加店共通・飲食店専用】

２０２１年６月８日現在

釧路市サポート商品券にお申込みいただいた参加店舗の一覧リストです。
このリストは随時更新します。

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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