
取扱品 取扱店舗名 住所 電話番号

生鮮食料品、大型店、スーパー ㈲加藤商店 昆布森1丁目114 63-2005

生鮮食料品、大型店、スーパー コープさっぽろ曙店 曙3丁目11‐1 36-6843

生鮮食料品、大型店、スーパー スーパーヒロセ睦店 睦3丁目1‐6 37-5551

生鮮食料品、大型店、スーパー スーパーセンター　トライアル別保店 字別保原野南25線54‐1 40-6611

生鮮食料品、大型店、スーパー フクハラ桂木店 桂木6‐4 38-6886

生鮮食料品、大型店、スーパー フクハラ光和店 光和5‐31 37-3013

生鮮食料品、大型店、スーパー 釧之助本店 光和4丁目11 64-5000

生鮮食料品、大型店、スーパー イオン釧路店 桂木1丁目1‐7 36-3111

生鮮食料品、大型店、スーパー 釧路町地産地消センター　ロ・バザール 字別保原野南24線78‐6 62-2276

生鮮食料品、大型店、スーパー イオン釧路店の専門店（一部除く） 桂木1丁目1‐7 38-6205

和洋菓子、お土産品 ヨジゲンたいやき 曙3‐10‐2 090-9086-2359

和洋菓子、お土産品 ㈱クランツ　国誉店 国誉4丁目4 36-6611

コンビニエンスストア ローソン釧路町中央店 中央3丁目50番地 40-2525

コンビニエンスストア セブンイレブン釧路町新開店 新開3丁目28番 37-5515

コンビニエンスストア セブンイレブン釧路町国誉店 国誉4丁目4‐2 38-7886

コンビニエンスストア セブンイレブン釧路町曙店 曙4丁目1‐1 37-0078

コンビニエンスストア セブンイレブン釧路町東陽大通店 東陽大通西1丁目3‐2 40-4919

コンビニエンスストア セイコーマート若葉店 若葉3丁目1番地 38-8871

コンビニエンスストア セイコーマート　たにぐち釧路店 河畔2丁目5番地 40-2280
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コンビニエンスストア セイコーマート遠矢店 よし野1丁目8番地 40-4676

コンビニエンスストア セイコーマート別保店 東陽大通西2丁目1‐12 40-6601

コンビニエンスストア セイコーマート北都１丁目店 北都1丁目1‐1 38-5515

コンビニエンスストア セイコーマート光和店 光和8丁目35‐1 38-1577

コンビニエンスストア ローソン釧路曙店 曙1‐2‐1 38-7763

コンビニエンスストア ローソン釧路町新開二丁目店 新開丁目2‐2 38-2202

米、パン、お酒、お茶 (有)ふじえだ園 桂木1丁目1‐1 36-1197

米、パン、お酒、お茶 ㈲兼芳新潟屋前商店 曙4丁目6番6 36-0222

米、パン、お酒、お茶 Rõõm Bakery 桂木4丁目20 45-1183

米、パン、お酒、お茶 ベンデ　ドール 曙2丁目9‐13 37-9048

時計、眼鏡、写真 プリントハウス藤田 豊美1丁目2番地2 36-3020

時計、眼鏡、写真 富士メガネ　釧路桂木店 桂木4丁目2 38-6331

時計、眼鏡、写真 メガネのドクターアイズ桂木店 桂木4‐23 38-3722

薬、化粧品、ドラッグストア ぴあＭＡＥＫＡＷＡ 睦3‐2‐1 36-3435

薬、化粧品、ドラッグストア むつみ薬局 睦2丁目1‐4 37-9989

薬、化粧品、ドラッグストア ツルハドラッグ桂木店 桂木4丁目16番地 39-1268

薬、化粧品、ドラッグストア ツルハドラッグ釧路河畔店 河畔3丁目1番地 40-6268

薬、化粧品、ドラッグストア サツドラ桂木店 桂木3丁目4 39-2218

薬、化粧品、ドラッグストア サンドラッグ桂木店 桂木6‐4(ﾌｸﾊﾗ桂木店内) 39-0010
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寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 ㈲インディゴ 中央3丁目47番地 40-1946

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 洋服の青山釧路睦店 睦1‐1‐1 38-5568

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 愛国屋ふとん店 桂1丁目6番地1 36-1237

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 マルタミボンド桂木店 桂木2‐4‐3 39-4181

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 シュープラザ釧路木場店 木場2丁目1番 39-1113

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 ㈱はるやまチェーン桂木店 桂木4丁目2 38-1129

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 ファッションセンター　しまむら　フレスポ木場店 木場1‐3‐3 39-3306

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 アベイル釧路店 木場1‐3‐5 39-3211

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 バースデイ釧路店 木場1‐3‐5 39-3533

寝具、呉服、衣料品、靴、鞄 大きいサイズの店　ビックエムワン釧路店 睦1丁目1‐2 39-3385

本、文具、事務用品 コーチャンフォーグループ運動公園通り店 桂木3丁目 37-6112

本、文具、事務用品 ファンシーショップポケット 柏西1丁目21‐1 40-2755

スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品 ㈱スポーツビーイングオバラ 桂木3丁目5番 39-2715

スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品 スーパースポーツゼビオ釧路店 木場1‐3‐4 37-5561

スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品 スポーツデポ釧路店・ゴルフ５釧路店 桂木4‐8 36-8388

スポーツ用品、趣味関連用品、健康用品 フィッシュランド釧路桂木店 桂木4‐23 38-2251

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 ダイソー釧路睦店 睦1‐1‐1 39-3516

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 丸善木材㈱ 桂4丁目15番地 37-1561

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 渡辺木工家具センター 国誉2丁目7‐4 37-6418
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家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 ㈲カネジュー池田 桂1‐5‐1 37-7612

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 エムズ　マツナミ 桂木3丁目2番地1 39-3941

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 ㈱ニトリ　釧路店 睦1‐1‐1 39-3511

家具、ホームセンター、生花、仏具、日用雑貨、贈答品 DCMホーマック㈱木場店 木場2丁目2番3 37-1496

電化製品、携帯電話、リサイクル品 １００満ボルト釧路店 木場2丁目3‐1 39-3300

電化製品、携帯電話、リサイクル品 のがみ電器 豊美2‐3‐14 37-9143

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ぱそこん本舗 東陽大通西2丁目1番地3 40-6002

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ハードオフ釧路木場店 木場1丁目3‐3 38-3388

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ホビーオフ釧路木場店 木場1丁目3‐3 38-3355

電化製品、携帯電話、リサイクル品 オフハウス釧路木場店 木場1丁目3‐3 38-3330

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ソフトバンク釧路桂木 桂木4丁目23 65-7885

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ワイモバイル釧路桂木 桂木4丁目23 65-7885

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ライフクリエイターナダモト 豊美1丁目2‐3 36-3162

電化製品、携帯電話、リサイクル品 タツキ電気 光和6丁目5‐2 36-8351

電化製品、携帯電話、リサイクル品 ＴＲＡＤ　釧路店 睦1‐1‐1 39-0509

電化製品、携帯電話、リサイクル品 タケダＮＥＣ電化センター 曙2丁目5番地24 36-1242

自動車関連用品、自動車整備 釧路中央自動車（株） 中央4丁目30番地5 40-6000

自動車関連用品、自動車整備 ㈱小鳩自動車工業 木場1丁目10番1 36-8807

自動車関連用品、自動車整備 ㈱総合商会 わらび4丁目20番地 40-4567
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自動車関連用品、自動車整備 土井木材㈱自動車整備工場 光和1丁目1番地 37-0862

自動車関連用品、自動車整備 ㈱Rステーション 東陽大通西1丁目3番地21 68-5106

自動車関連用品、自動車整備 車検のコバック㈱カーサービス釧路桂木店 桂木6丁目2番地2 39-5666

自動車関連用品、自動車整備 ㈱スギヤマオート 曙1丁目2番地12 36-3419

自動車関連用品、自動車整備 (有)山神自動車工業 中央2丁目30 40-3959

自動車関連用品、自動車整備 Hｏｎｄａ　Ｃａｒｓ釧路北釧路町店 国誉1丁目14番2号 37-2288

自動車関連用品、自動車整備 スズキアリーナ道東桂 桂3‐1‐10 39-2111

自動車関連用品、自動車整備 釧路トヨタ自動車㈱芦野店 桂木3丁目6番地1 37-2200

自動車関連用品、自動車整備 有限会社笠原自動車 中央3‐41 40-2151

自動車関連用品、自動車整備 イエローハット桂木店 桂木4丁目23 38-1680

自動車関連用品、自動車整備 オートバックス釧路 木場1丁目3‐1 36-9005

自動車関連用品、自動車整備 山田車輌 遠矢南1丁目42番地 40-2187

自動車関連用品、自動車整備 釧路トヨペット(株)ウイング桂木店 桂木6‐6 39-6868

ガソリンスタンド、燃料 北日本石油(株)釧路販売支店ﾌﾘｰﾊﾟｰｸﾊﾞｲﾊﾟｽ給油所 国誉2丁目3番4号 36-2166

ガソリンスタンド、燃料 ㈲加藤商店出光興産昆布森給油所 昆布森3丁目6 63-2005

ガソリンスタンド、燃料 (有)加賀石油　曙SS 曙1丁目1番地1 36-8075

ガソリンスタンド、燃料 熱原釧路㈱国誉営業所 国誉5‐7‐1 38-2234

ガソリンスタンド、燃料 大和商事㈱遠矢給油所 遠矢南1丁目34番地 40-2271

ガソリンスタンド、燃料 ホクレン別保給油所 中央1丁目18番地 40-2241
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ガソリンスタンド、燃料 （株）丸平　別保給油所 別保1丁目2番地 62-2311

ガソリンスタンド、燃料 イーグル燃料店 北見団地5丁目12番地 37-0954

ガソリンスタンド、燃料 釧路アポロ石油(株)　配送センター 曙1丁目2‐16 23-5461

ガソリンスタンド、燃料 チャレンジ釧路東給油所 桂木4‐10‐3 39-4800

ガソリンスタンド、燃料 イトウ燃料 豊美1‐1‐18 090-6878-3311

住宅関連、生活関連サービス 北設(株) 光和2丁目26番地 36-4054

住宅関連、生活関連サービス ㈲櫻田建設 国誉4丁目23番地 37-7470

住宅関連、生活関連サービス 丸二サッシ工業㈱本社・MADOショップ釧路曙店 曙1丁目1番12号 36-0345

住宅関連、生活関連サービス ㈱綜合サービス 曙1丁目2番地12 38-3419

住宅関連、生活関連サービス マド本舗ミヤケ 光和2丁目11番 36-9326

住宅関連、生活関連サービス 株式会社　中嶋木材 桂5丁目9番地 36-1967

住宅関連、生活関連サービス マル勢影本工業㈱釧路支店 北見団地6丁目64番地1 37-0100

住宅関連、生活関連サービス もろた設備 光和4丁目6番地 39-3660

住宅関連、生活関連サービス 丸井産業(株)釧路営業所 木場1丁目7番2号 37-6272

割烹、居酒屋、炉ばた 居酒屋こうぞう 光和7‐1 38-4050

割烹、居酒屋、炉ばた 呑処　きら来 北都2丁目5番5号 36-1885

割烹、居酒屋、炉ばた ＢＡＳＥ　ＣＡＭＰ 光和5‐13 090-827-3396

食堂、レストラン、寿司、焼肉 焼肉居酒家ぎゅう太 桂木3丁目1 39-2911

食堂、レストラン、寿司、焼肉 朴然　運動公園通店 桂木6丁目2‐1 38-2929
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食堂、レストラン、寿司、焼肉 なごやか亭　運動公園通店 桂木3丁目7‐3 37-0880

食堂、レストラン、寿司、焼肉 松尾ジンギスカン釧路町支店 木場1‐8‐2 37-0939

食堂、レストラン、寿司、焼肉 竹ちゃん食堂 光和4丁目38番地 36-1418

食堂、レストラン、寿司、焼肉 まつりや木場店 木場2‐1‐11 38-3393

食堂、レストラン、寿司、焼肉 南蛮酊 遠矢1‐39 40-3117

食堂、レストラン、寿司、焼肉 あけぼの八宝園 曙2丁目8‐11 37-4665

食堂、レストラン、寿司、焼肉 寿し雅 豊美2丁目10番12号 37-2319

食堂、レストラン、寿司、焼肉 ＹＡＫＩＮＩＫ ｄｉｎｉｎｇ 弦　 木場2‐1‐10 39-0828

そば、ラーメン、中華 そば処　ながや 睦3丁目1‐4 36-5151

そば、ラーメン、中華 麺道昇憲 桂木2丁目5‐1 37-5454

そば、ラーメン、中華 睦東家 睦3丁目2‐8 36-8121

そば、ラーメン、中華 そば処日本橋　別保店 東陽大通西1‐3‐2 40-3884

そば、ラーメン、中華 そば処日本橋　イオン釧路店 桂木1‐1‐7 36-3144

そば、ラーメン、中華 森谷食品株式会社 中央2丁目27番地 40-2206

そば、ラーメン、中華 火の車 桂木3‐1‐1 39-2240

そば、ラーメン、中華 のるかそるか 河畔7‐1 65-9866

喫茶店、ファーストフード、宅配サービス More Than Cafe Namiki 桂木4丁目23 64-1133

理容、美容、貸衣装、写真館 ヘアーサロン８８８ 北都1‐1‐23 36-0662

理容、美容、貸衣装、写真館 ディプロヘアーズ 木場1丁目3‐8 39-0003
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理容、美容、貸衣装、写真館 ネイルサロン　ティーエヌ釧路 木場1丁目3‐8 39-0003

理容、美容、貸衣装、写真館 ビューティーサロン　ナカムラ 河畔9‐7 40-3508

ホテル・旅館、浴場、カラオケ カラオケ歌屋 釧路木場店 木場2‐1‐10 39-0188

旅行代理店、レンタカー、レンタル品 阿寒バス旅行サービス　イオン釧路店 桂木1‐1‐7ｲｵﾝ釧路店内 37-5510

旅行代理店、レンタカー、レンタル品 ダスキンヘルスレント釧路ステーション 桂2‐29‐3 38-1166

タクシー、バス、運転代行 こばとハイヤー 木場1丁目10番1 36-3636

タクシー、バス、運転代行 釧路交通㈱ 星が浦大通5丁目5‐49 52-3535

タクシー、バス、運転代行 第一共栄交通㈱ 光和1丁目2番地 36-9111

タクシー、バス、運転代行 まりも交通㈱ 益浦1丁目10番40号 68-5080

タクシー、バス、運転代行 金星釧路ハイヤー㈱ 仲浜町4番7号 22-7437

タクシー、バス、運転代行 釧路個人タクシー協同組合 若草町10番24号 24-2810

タクシー、バス、運転代行 釧路日交タクシー㈱ 曙1丁目2番地9 36-2636

タクシー、バス、運転代行 釧路北交ハイヤー株式会社 釧路市堀川町7番22号 22-5417

クリーニング 成文堂 曙4丁目7‐1 36-2208

クリーニング アイナックスクリーング㈲本店 曙1‐1‐18 36-8662

クリーニング 三愛クリーニング 東陽大通西1丁目3番地31 40-6676

クリーニング ㈱釧路クリーニング木場店 木場1‐9‐2 36-8866

クリーニング ㈱マルセンクリーニングコープ札幌曙店 曙3‐11‐1 52-4649

クリーニング 釧路クリーニング　イオン釧路店 桂木1丁目1‐7 38-5586
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取扱品 取扱店舗名 住所 電話番号

釧路町プレミアム商品券参加登録店一覧　※参加登録店は随時更新されます

令和2年9月17日現在

介護 グループホーム　めぐみ野 曙1丁目2‐14 38-8001

学習塾 学習塾　あすなろ会　曙教室 北都2‐6‐1 37-1119

動物病院 イセ動物病院 曙3丁目2番地5 36-5280

新聞販売 ㈱阿部新聞店曙支店 曙1丁目2番2号 24-1570

菌、ウイルス、対策商品 (株)山下商会 北見団地2丁目1番地 39-2626

布製バック ㈲加賀テント工業所 国誉4丁目13番地1 36-4261

カヌーガイド （株）釧路マーシュ＆リバー 字ﾄﾘﾄｳｼ88‐5 0154-23-7116

薪販売 小原林業 字遠野144‐5 40-3251

印刷物、ゴム印、印鑑 ㈲光和印刷　 新開4丁目17 37-0090

歯科医院 木の実歯科クリニック 曙1‐1‐7 38-8241

一般住宅塗装 ㈲ニチエイ塗装工業 別保原野南19線東57番地5 40-4616

自転車 サイクルショップ　あべ 曙1丁目1‐25 36-3388

総合ディスカウントストア ドン・キホーテ釧路店 国誉1丁目3番地4 39-0811

レンタルＤＶＤ、ゲーム、ＣＤ ゲオ　釧路睦店 睦1‐1‐1 39-4465

歯科医院 すずらん歯科 光和5‐31 ﾌｸﾊﾗ光和店内 38-8841

歯科医院 ひまわり歯科 南陽台1‐13 40-5588

リラクゼーション（ドライヘットスパサロン） private salon ＫＡＬＡＮＩ 北見団地1‐20‐1 080-8746-5130
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