【阿寒地区】釧路市サポート商品券

参加店舗【参加店共通】
２０２１年１１月１２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
株式会社 松屋
㈱夢の杜ファーム阿寒事業所

阿寒町中央4-3-1
釧路市阿寒町旭町3-1-2

66-3947
65-1757

阿寒町中央4-3-1
釧路市山花14線141番地2
釧路市阿寒町上阿寒23線40番地
釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1
釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1
釧路市阿寒町新町2-4-13
阿寒湖温泉4-3-33
阿寒湖温泉1-5-15
阿寒湖温泉4-7-18
阿寒湖温泉4-3-31
阿寒湖温泉4-3-30
阿寒湖温泉4-3-25
阿寒湖温泉2-1-20
阿寒湖温泉4-3-32
阿寒湖温泉4-3-27
阿寒湖温泉4-3-19
阿寒湖温泉4-6-10
阿寒湖温泉1-6-1
阿寒湖温泉4-3-30

66-3947
56-2755
66-4011
66-2122
66-2969
52-5544
67-2071
67-3239
67-2161
67-2703
67-3310
67-2853
67-3126
67-2257
67-2257
67-3001
67-2605
67-2500
65-1564

阿寒町中央4-1-47
阿寒湖温泉4-3-28
阿寒湖温泉2-2-35

66-3945
67-4763

阿寒湖温泉1-6-6

67-4188

釧路市阿寒町北新町1-1-1

66-3025

②和洋菓子、お土産等
株式会社 松屋
マルシェ山花
阿寒国際ツルセンター
阿寒マルシェ
道の駅阿寒丹頂の里 クレインズテラス
shop＆cafe RHYTHM(ショップ＆カフェリズム)
(有)湖畔屋
かと里民芸店
日川民芸店
民芸の青山
もくりん
おみやげ にいづま
民芸ピリカチニタ
民芸ショップながい
ショッピングパルコながい
どんぐりの森
グラン・マルシェ 鶴雅店
グラン・マルシェ 花ゆう香店
ピリカシルバー

③コンビニエンスストア等
セブンイレブン阿寒町店
ローソン阿寒湖温泉四丁目店
ローソン阿寒湖温泉店

④米、パン、お酒、お茶等
Pan de Pan

⑤時計、眼鏡、カメラ、写真館等

⑥薬、化粧品、ドラッグストア等
㈱マルトやまもと

⑦寝具、呉服、衣料品、靴、鞄等
洋品店 うめざき
おしゃれ用品の店 むとう
㈱マルトやまもと

阿寒町中央2-1-37
釧路市阿寒町中央2-1-30
釧路市阿寒町北新町1-1-1

66-3366
66-2780
66-3025

釧路市阿寒町新町2-4-13
釧路市阿寒町北新町1-1-1

51-2773
66-3025

⑧本、ＣＤ、文具、事務用品、新聞販売等
㈱マルカツ吉田新聞店 阿寒店
㈱マルトやまもと

⑨スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品等

⑩家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品等
阿寒家具センター
ホーマックニコット阿寒店
小野畳店

阿寒町新町2-4-11
阿寒町中央1-5-1
阿寒湖温泉4-2-6

66-3433
66-5700
67-2908

阿寒町中央4-1-32
阿寒町新町2丁目1-5
阿寒湖温泉4-4-89

66-3059
66-3722
67-2115

阿寒町仲町2-5-29
釧路市阿寒町旭町1-6-6
釧路市阿寒町中央4-2-10
釧路市阿寒町中央1-3-1

66-3912
66-3549
66-3655
66-2421

阿寒町北町3-2-40
阿寒町新町1-5-17
阿寒湖温泉4-4-89
阿寒町中央4-3-45

66-3530
66-5566
67-2115
66-3516

釧路市阿寒町新町2-1-35
阿寒湖温泉4-4-89
阿寒町新町1-5-17

64-9111
67-2115
66-5566

阿寒町新町2丁目4-12
阿寒町北町2-3-4
阿寒湖温泉4-3-3

66-3526
66-3514
67-2310

⑪電化製品、携帯電話、リサイクル品等
有限会社 大平デンキ
佐々木電器
協栄燃料(有)

⑫自動車関連用品、自動車整備等
阿寒自動車工業株式会社
㈲田中タイヤ工業
㈲木下自動車整備工場
㈲藤丸モータース

⑬ガソリンスタンド、燃料等
北日本石油㈱釧路販売支店 阿寒北町ＳＳ
西港石油㈱阿寒給油所
協栄燃料(有)
阿寒共同燃料株式会社

⑭住宅関連、生活関連サービス等
イシダ建創（同）
協栄燃料(有)
西港石油㈱ 阿寒給油所

⑮理容、美容、貸衣装等
理容 スガワラ
ヘアーサロン朝霧
ヘアーサロンわたなべ

⑯ホテル・旅館
ゲストハウスコケコッコー
丹頂の里温泉 美肌の湯 赤いベレー
ホテル阿寒湖荘
ホテル御前水
あかん遊久の里 鶴雅
あかん湖 鶴雅ウィングス
あかん鶴雅別荘 鄙の座
阿寒の森 鶴雅リゾート 花ゆう香
ニュー阿寒ホテル

090-6442-2433
釧路市阿寒町新町2-4-33
釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1 66-2330
阿寒湖温泉1-5-10
67-2231
阿寒湖温泉4-5-1
67-2031
阿寒湖温泉4-6-10
67-2531
阿寒湖温泉4-6-10
67-2531
阿寒湖温泉2-8-1
67-5500
阿寒湖温泉1-6-1
67-2500
阿寒湖温泉2-8-8
67-2121

⑰旅行代理店、レンタカー、レンタル品等
協栄燃料(有)

阿寒湖温泉4-4-89

67-2115

阿寒町北新町1-4-1

66-3024

阿寒町新町2-4-7

66-3221

⑱クリーニング等
花まるクリーニング 阿寒農協ストアー店

⑲タクシー、運転代行
(有)阿寒観光ハイヤー
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他に分類されない業種

阿寒国際ツルセンター
釧路市阿寒町上阿寒23線40番地
阿寒自然休養村野営場
釧路市阿寒町上阿寒23線34番地
阿寒自然休養村 パークゴルフ場
釧路市阿寒町上舌辛115
阿寒モルト牛直売・焼肉店
釧路市阿寒町上舌辛17線22番地
特定非営利活動法人 佐々木榮松記念 釧路湿原美術館 釧路市阿寒町上阿寒23-38
㈱阿寒カントリークラブ
釧路市阿寒町舌辛14
阿寒湖アイヌシアターイコロ
阿寒湖温泉4-7-19
阿寒観光汽船（株）
阿寒湖温泉1-5-20

66-4011
66-3810
66-2857
66-2929
66-1117
66-3833
67-2727
67-2511

【阿寒地区】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１１月１２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
赤いベレー レストラン鶴
阿寒自然休養村野営場
阿寒モルト牛直売・焼肉店
㈱阿寒カントリークラブ
食事の店 あずさ
ホテル御前水
あかん遊久の里 鶴雅
あかん湖 鶴雅ウィングス
あかん鶴雅別荘 鄙の座
阿寒の森 鶴雅リゾート 花ゆう香
仙 客

釧路市阿寒町上阿寒23線34番地
釧路市阿寒町上舌辛17線22番地
釧路市阿寒町舌辛14
阿寒湖温泉1-6-8
阿寒湖温泉4-5-1
阿寒湖温泉4-6-10
阿寒湖温泉4-6-10
阿寒湖温泉2-8-1
阿寒湖温泉1-6-1
阿寒湖温泉2-3-18

66-2330
66-3810
66-2929
66-3833
67-2128
67-2031
67-2531
67-2531
67-5500
67-2500
67-2272

釧路市阿寒町中央4-2-1
釧路市阿寒町中央4-3-35
阿寒湖温泉2-1
阿寒湖温泉4-4-1

66-3543
66-3377
67-2845
67-2607

釧路市阿寒町新町1-11-5
釧路市阿寒町中央4-3-35

66-2323
66-3377

釧路市阿寒町新町2-6-1
阿寒湖温泉4-7-6

0154-66-1155

釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1

㉑そば、うどん店、ラーメン店等
東家
二幸寿し
百味庵
奈辺久

㉒すし店
福寿司
二幸寿し

㉓割烹、居酒屋、炉ばた等
居酒屋 花みづき
北国の味ばんや

090-5226-9439

㉔バー、スナック、ナイトクラブ等
café&ber RED AVENTURINE
スナックまーめいど
ホテル御前水

釧路市阿寒町新町2-3-1
釧路市阿寒町富士見3-17-13
阿寒湖温泉4-5-1

64-6989
66-2090
67-2031

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
(株)松屋
阿寒国際ツルセンター
道の駅阿寒丹頂の里 クレインズテラス
shop＆cafe RHYTHM(ショップ＆カフェリズム)
牧場のソフト阿寒店
喫茶エルム

釧路市阿寒町中央4-3-1
釧路市阿寒町上阿寒23線40番地
釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1
釧路市阿寒町新町2-4-13
釧路市阿寒町仲町2-2-2
阿寒湖温泉4-3-33

66-3947
66-4011
66-2969
52-5544
66-2654
67-2118

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）
(株)松屋
ごはんと喫茶イナッチ
ホテル阿寒湖荘
グラン・マルシェ 鶴雅店
グラン・マルシェ 花ゆう香店

釧路市阿寒町中央4-3-1
釧路市阿寒町北町2-4-7
阿寒湖温泉1-5-10
阿寒湖温泉4-6-10
阿寒湖温泉1-6-1

66-3947
64-6514
67-2231
67-2605
67-2500

阿寒町新町2-4-7

66-3221

⑲タクシー、運転代行
(有)阿寒観光ハイヤー

