
公共交通 3店舗 フロンティア 南4条西3丁目3番地立花ビル1F 45-3222 ステージワン 南5条西1丁目マークビル5F 45-5551

網走ハイヤー 新町2丁目22番地の2 43-3939 1 ゆうはーと 呼人705-8 48-3303 0 スナック　のんき 南4条西1丁目　セゾンビル 45-0823

網走バス 南2条西1丁目15番 43-4101 1 リストランテ・グラッツェ 駒場南6丁目1-25 45-5566 1 スナック　リベラ 南5条西1丁目10-1入のやビル2F 080-1885-9372

網走北交ハイヤー 新町1丁目9番18号 43-1717 リンデン つくしヶ丘5丁目5-9 44-3146 スナック　叶 南5条西1丁目太陽ビル3F 43-7131

レストラン　ホワイトハウス 南4条西2丁目5 44-9552 スナック　鹿 南4条西1丁目セゾンビル地下1階 44-1981

旅館・ホテル 6店舗 レストランファットボーイ 駒場北5丁目83-1 43-6550 スナック　和 南3条西2第１ツカサビル2F 44-1880

オーベルジュ　北の暖暖 大曲39-17 45-5963 れんか4 条 南4条東2丁目8-7 090-9756-7120 スナックチャビン 南5条西1丁目セゾンビル3F 44-5780

ペンション　わにの家 呼人63番地12 48-2838 監獄食堂 呼人1-1 45-2411 スナックラブネスト 南3条西2丁目第3ツカサビル 44-4080

北海ホテル 新町1丁目1番地1号 43-2725 喫茶　ちぱしり 桂町2丁目40-12 45-7840 スナック笑 南3条西2丁目第1ツカサビル2F 45-0616

網走セントラルホテル 南2条西3丁目7 44-5151 喫茶　琥珀 南4条西2丁目 43-4948 スナック直 南3条西2丁目第2ツカサビル2F 44-5531

網走ロイヤルホテル 北6条西7丁目 43-1888 喫茶ヒロ 南3条東1丁目6番地 44-2067 スナック流氷 南3条西2丁目第1ツカサビル1F 43-6092

ホテル網走湖荘 呼人78 48-2311 釧路ザンギ 新町3丁目6-30 080-1356-6800 バカラ 南3条西1丁目マロニエビル2F 67-9015

食事の店　浜長 南5条西1丁目 43-3470 パシャＡｋｋｙ倶楽部 南3条西2丁目第3ツカサビル2F 44-5999

すし店・そば・うどん店 18店舗 食堂m a n m a 北2条西3丁目3番地オホーツク・文化交流センター内 61-4828 パブハウス　深海魚 南3条西2丁目 43-6503

ＳＵＳＨＩ　ＢＡＲ　縁戸 南4条西1丁目8-1第一セゾンビル2F　 67-7699 鯛焼きカフェ　あずき 南5条東2丁目6-2 55-4110 パブリックバー・サン 南3条西2丁目第3ツカサビル1F 44-0070

ＵＤＯＮ　ＮＥＸＴ 字大曲46-19 070-2791-3008 中華工房　菜華 南4条西2丁目1 44-1350 フェニックス 南5条西1丁目　マークビル4階 67-4940

うどん喜多夢楽 呼人159-40 090-8639-6698 中華料理　龍神 新町1丁目2番6号 67-7272 ミュージックサパー　飛鳥 南2条西2丁目 43-5555

おそば家　汐彩 台町2丁目3番3号　 43-3431 停車場 北浜365-1 46-2421 ラウンジダブルイーグル 南5条西2丁目寿安ビルB1 67-7776

そば切り温 呼人190-1 48-3470 陶龍飯店 呼人174-102 48-2432 ラウンジバー　キュア 南3条西1丁目　マロニエビル2F 61-4666

ファミリー回転寿司　ビッグ・サン 潮見10丁目1-26 44-0003 日曜島 台町3丁目3-4 43-1261 リアン 南5条西１丁目フタバビル1F 43-5252

寿し安 南5条西2丁目8番地 43-4121 網走原生牧場観光センター 藻琴225番地 46-2121 レラウェイブ 南4条西1丁目マークビル3階 44-5355

寿司こひら 南5西1-10 45-3695 珈琲屋　デリカップ 南4条西3丁目14番 44-4519 軽フード　パブ　将 南3条西2丁目14番地1 45-0272

小僧寿し　網走店 南4条西1丁目6-2 45-0564 麦わら帽子 北浜16-12 46-2037 志づき 南3条西2丁目第2ツカサビル2F 44-4758

真御膳そば真らーめん蔵乃麺　網走店 南5条東6丁目11-2 67-9101 炉ばた　燈ａｋａｒｉ 南4条東6丁目8-2 67-4111 ＭＡＨＡＬＯ 南4条西1丁目セゾンビル2F 67-7324

中鮨 南2条西2丁目13番地 43-3447 かつ里㐂 つくしヶ丘2丁目 61-2828 ジュライ 南5条西2丁目 43-5534

鮨Ｄｉｎｉｎｇ　ＫＩＹＯＭＡＳＡ 南3条西2丁目 61-0003 食事＆喫茶トロッコ 藻琴　JR藻琴駅内 46-2750 スナック詩音 南3条西2丁目ツカサビル2F 44-7708

鮨Ｄｉｎｉｎｇ　月 駒場北5丁目83-27 45-3333 オホーツク産直市場　かにや 大曲1丁目13番6号 67-5550 シャトン 南3条西2丁目第3ツカサビル2F 43-2440

鮨ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｎａｂｅ 南4条東1丁目1 67-4843 炉端　五十集屋 南5条西1丁目太陽ビル1Ｆ 43-1011 花時計 南5条西2丁目 44-3014

鮨やまし田 南3条西2丁目6-1第3ツカサビル1F 67-7398 ＡＲＵＪＩＳ 南2条西2-20 67-7147 Ｌｏｕｎｇｅ　ナルシス 南3条西2第3ツカサビル4F 67-4915

鮨勝 南5条西1丁目 44-7705 喫茶エルコンドル 卯原内89-1 47-2677 CLAN 南4条西1丁目12番3マークビル2F 67-7377

龍寿し 潮見7丁目8-11 44-6967 Ｆｌｏｕｒ　Ｈｏｌｉｃ 南4条西1丁目14-2 67-7289 ＢＡＲ　ｍｏｏｏｉ 南3条西1丁目6-1 67-5467

すし屋のきた浜 南3条西2第1ツカサビル1F 61-6055 ＲＡＢＢＩＴ×ＲＡＢＢＩＴ 南3条西1丁目マロニエビル3F 61-1515

居酒屋 30店舗 黒いうさぎ 南5条西1丁目5-1太陽ビル5F 67-9623

ラーメン店 7店舗 world kitchen MARE 南4条西1丁目12-3マークビル1F 67-5161 スナック　藍 南4条西1丁目 43-5428

らーめん　海風堂 潮見10丁目1-26 44-6664 オステリア　バル　鱗 南5条西1丁目10-5　エルム会館1F 67-8080

ラーメンだるまや　網走店 南6条西1丁目 44-7877 おっ！伝 南5条西2丁目第2本間ビル1F 44-0087 酒・米・食料品店 22店舗

ラーメンの味軒 南5条西2丁目 44-1414 おばんざい家　くるり 南4条西1丁目 67-7676 梶川商店 南6条西1丁目 43-3918

ラーメン冨新 南4条西3丁目10番地 43-4433 季節の旨いものと酒　sawa 南3条東1丁目-1 43-2645 大谷蒲鉾店 南1条東1丁目15番地の1 44-2387

麺屋　海嵐 南4条東6丁目　網走番屋オホーツクマルク内 67-7808 チャグチャグ馬コ 桂町5丁目170-29 45-2119 肉のまるゆう 南4条西2丁目8-4 43-0304

煮干らぁめん　有頂天 潮見10丁目8-15 67-9004 つぼ八網走店 南4条西2丁目6 45-0025 横山蒲鉾店 北5条西6丁目5番地 43-3893

さんぱちラーメン網走店 駒場北5丁目83-28 45-4438 やきとり　一席八鳥 南5条西1丁目金川ビル1F 090-9016-4160 森川商店 南4条東1丁目6番地 43-2935

吉田三八商店 南3条西1丁目10 44-3311 ＪＡオホーツク網走　アンテナショップ 南4条東2丁目10番地 43-2311

焼肉店 15店舗 居酒屋　きた鳥 南3条西1丁目11番地2 44-8323 サンヒルズ 台町3丁目4番13号 43-2533

桂ホルモン 桂町5丁目5番2号 43-6272 居酒屋　耕治 南5条西2丁目1番 080-5599-0223 シティあばしり 駒場北6丁目5番1号 61-3077

YAKINIKU　網走ビール館 南2条西4丁目1-2 41-0008 居酒屋　作蔵 南3条西1 44-1029 スーパー１００ 南4条西3丁目3番地 44-7002

松尾ジンギスカン　呼人支店 呼人174-6 48-2107 居酒屋　旬彩 南5条西2丁目 45-0276 とみや商店 南6条東2丁目 43-3505

焼肉Dining　萬次郎 潮見10丁目1-26 67-5580 居酒屋　味平 南3条西2丁目14-2 43-1277 ファースト　駒場店 駒場北3丁目1-3 45-1500

焼肉あじと 南4条西1丁目第1セゾンビル2F 67-7255 居酒屋おふくろさん 南3条東1丁目4-2 090-2698-9537 ベーシック　駒場店 駒場南8丁目1-11 43-3110

焼肉パンサン 南3条東1丁目 67-5360 居酒屋かあちゃん 北6条西3丁目 44-4273 ベーシック　橋北店 北2条西4丁目3-3 61-6555

焼肉マルイシ 駒場北5丁目83-10 67-4848 居酒屋網元 南11条西2丁目 44-0226 マルアサ佐藤商店 南6条西3丁目1-3 43-3760

焼肉リキ三代目 南2条西1丁目 67-4088 菜な家 南3条西2丁目 45-0877 モヨロ屋 北3条西2丁目4-2 44-7936

焼肉海鮮　炭よし 南5条西1丁目10-3 43-4617 酒縁酒場　屯々 南5条西2丁目-10 44-4435 花加　弁当部 北6条西3丁目 44-4272

焼肉食べ放題　たんじろう網走店 南3条西1丁目 45-3390 酒菜亭　喜八 南4条西3丁目 43-8108 生活協同組合コープさっぽろあばしり店 駒場北5丁目84-36 45-3500

澄寛 南4条東1丁目 67-8250 旬彩酒房　さんちゅう 南4条西1丁目　セゾンビル4F 45-1012 倉繁醸造 呼人341番地51 48-2627

大昌園 南5条西3丁目 44-6921 旬鮮料理あみさい 南3条西2丁目11第3ツカサビル1F 67-5531 長谷川ストアー 大曲1丁目11-12 44-2117

炭火ダイニング輪 南3条西1丁目10-1 45-2958 蒸汽船 南3条西1丁目 43-3330 柏原潮見本店 潮見7丁目16-2 43-3721

炭火やきとんブッチャー横山 南5条西１丁目4番 67-6430 食べ処　飲み処　治 駒場南5丁目15番11号 67-7744 弁当・惣菜　暖わ 南5条西2丁目1 43-6654

焼肉倶楽部　てやん 南3条西2丁目9 44-2390 食楽茶屋　舎利蔵 南5条西2丁目の7 43-6088 関商店 南4条西1丁目 44-6723

創作居酒屋　時代家 南5条西1丁目6 43-4951

レストラン・食堂・喫茶店 54店舗 北の料理yaふか井 南5条西3丁目4-2 43-3086 衣類・呉服・各種用品 15店舗

モリヤ商店 新町1丁目2番14号 43-2015 飲喰処　喰道楽 南2条西1丁目9番地 45-5885 ウメヤ 南4条西2丁目10番地 43-2524

B A S E 潮見5丁目122-5 090-9528-4440 居酒場　い夜し 南5条西1丁目8-4 67-7974 ニッセンスポーツ　アスリート網走店 南4条西3丁目11番地 61-1000

G N O M E c a f é 台町3丁目7-4 070-1259-5779 遊食処　秀 南3条西2丁目-9 43-3363 やまだ 南4条東1丁目6 44-5271

Ｈｉｇｈ　ｂｒｉｄｇｅ　ｃａｆｅ 南4条西３丁目9-1 67-5238 ＤＯＮＮＡ 南4条西3丁目10番地の1 43-8006

ｋｉｔｃｈｅｎ　ＫＡＮＫＡＮ 潮見9丁目28-1 67-9039 カラオケ・ナイトクラブ・スナック・バー 52店舗 J u n g l e G y m 駒場南6丁目2-10 67-7625

L I A . c a f e 潮見1丁目356番地2 67-7870 Ｂａｒ　Ｄｏ 南4条西1丁目8　セゾンビルB1 67-7620 ＭＡＴＵＹＡ 南4条東2丁目5-2 43-3896

ＮＥＯ屋台　ｙａ！Ｔｈａｉ 南3条東1丁目4-2 67-6726 Ｂａｒ　Ｊａｃｋ　Ｒｏｓｅ 南5条西2丁目7 44-8393 エスニックファッション　みなみな 呼人174-12 48-3757

u m i n o b a 藻琴14-1 61-7870 Ｂａｒ　ＭＡＲＢＬＥ 南5条西2丁目 45-0001 コーディネートサロン　ロジェーヌ 南4条東1丁目 44-9270

アルカディア 新町2-3-1　網走交通ビル1F 44-2152 Ｂａｒ　ＲＯＯＭ 南3条西2丁目第1ツカサビル1F 67-8285 新空間　たけうち 南4条東2丁目 43-3597

あんじろ 新町2-2-6 090-3899-3601 ＢＥＥＲ＆ＳＣＯＴＣＨ　ＢＡＲ　ＴＨＥＥＡＲＴＨ 南3条西2丁目第2ツカサビル1F 43-5939 ファッションステージニシムラ本店 南4条東1丁目11番地 43-3101

うるしギャラリー珈琲れんか 呼人122-10 48-2661 ｃａｆｅ　Ｂａｒ 縁 南5条西1丁目コーランビル3F 080-6097-3019 ファッションセンター　しまむら　網走店 駒場北5丁目84-12 61-1001

お暇処　茶酒論 字潮見47-12 43-3035 ＣＡＦÉ 稲富温泉 南4条西1丁目5番 55-4487 ファミリーファッション　ニシカワ 南4条西2丁目 44-6010

お好み焼き　八点鐘 南3条西1丁目 43-1146 Ｅｔｅｒｎａｌ 南5条西1丁目太陽ビル4F 67-7320 ルームエム 南4条東2丁目5-2 45-2578

カフェ　グラスルーツ 字大曲46-18 43-2992 Ｐｒｉｍａ 南3条西1丁目10　マロニエビル4F 44-0202 北欧スポーツ 南4条西1丁目12-2 44-7581

カフェ　スプートニク 南4条西2丁目8番1 43-5521 ＲＩＶＡＲＩＳＥ 南4条西1丁目セゾンビル地下 43-1103 洋服の青山　網走店 駒場北6丁目2番10号 43-0020

カフェ　七つの海 向陽ヶ丘3丁目2-13 080-5587-7497 Ｓｎａｃｋ　ＣｏＣｏ 南3条西2丁目第1ツカサビル3F 44-8166

カフェ＆ランチ　ギブソン 南3条東1丁目 43-3638 ＳＴＹＬＥ 南5条西2丁目フタバビル1F 090-7054-5175

ケの日ごはん　猯家 新町1丁目7-6吉本ビル1F 67-5845 ＴＩＡＲＡ 南3条西2丁目5-1 67-7352

ごはん亭 潮見5丁目124-7 44-0550 かくれんぼ 南3条西2丁目第3ツカサビル3階 45-1168

ちゃやふぉるて 南8条西2丁目9の1 44-7015 カラオケ歌屋網走潮見店 潮見10丁目1-26-2F 44-5871

なつかし屋　網走店 駒場北5丁目83-1 61-2223 カラオケ歌屋網走店 南6条西2丁目 43-0102

ビスターレ・ビスターレ網走本店 北6条西1丁目2-2 45-5508 ギャザ 南3条西2丁目第1ツカサビル2F 45-5622

ファイヤーバーグ網走店 駒場南8丁目1-19 67-7109 グレース 南3条西1丁目マロニエビル4F 45-0665

あばしり地域応援商品券登録店舗一覧（令和４年７月１日現在　登録受付分）　４２０店舗
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医療機関・薬局・化粧品 10店舗 オピスベーカリー 潮見1丁目356番地2 61-0801 小林株式会社 桂町5丁目3番1号 44-7271

たきた薬局 南4条西1丁目 43-3314 ジェラテリア　Ｒｉｍｏ 呼人418番地 48-3053 北網印章 南5条西1丁目7番地 43-2937

ツルハドラッグ　つくしヶ丘店 つくしヶ丘1丁目90-93 61-0623 ダニエル・ドゥ・ノウ4条店 南4条西2丁目 44-7779 流氷硝子館 南4条東6丁目2-1 43-3480

ツルハドラッグ　網走北店 北4条西4丁目1-5 61-1281 ダニエル・ドゥ・ノウ潮見店 潮見7-8-7 44-3388 陶美苑　ばんどう 南4条東3丁目 43-3852

ハッピー堂 南5条西1丁目 43-2457 パンスタンド 駒場北5丁目83-1 090-9088-9110 ハードオフ網走店 駒場北5丁目84-14 61-1688

ミヤモト化粧品店 南5条西2丁目1 44-1115 パンダが笑ったら 駒場北3丁目3-16 67-7550 オフハウス網走店 駒場北5丁目84-14 61-1788

メナードフェイシャルサロンルピアンボーテ 字潮見179番地の39 45-3704 ブーランジェリー・コパン 呼人159-40 67-5158 ＧＥＯ　網走店 駒場南6丁目1-1 61-0551

メナードフェイシャルサロン美Ｙｏｕ 桂町4丁目3-4　エルセレーノ桂の丘1-C 43-7260 プチレーブ 駒場北5丁目83-8 67-7762 かめや手芸店 南6条西1丁目 44-6674

丹羽　歯科医院 南6条東1丁目5番地 43-6933 千秋庵 南4条西2丁目5 44-6594

日下部薬局 南4条東1丁目10番地4 44-6926 北海道ビート黒糖㈱ 新町3丁目6番24号 44-0941 理容・美容関連サービス 15店舗

サツドラ　網走店 つくしヶ丘2丁目3番2号 61-6361 網走スウィーツ　スポンジ屋 南4条西1丁目4-1 44-5801 ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ　Ｊｕｎ＆Ａｙａ つくしヶ丘4丁目6-3 45-5833

風花 呼人121-7 48-2006 ｌｅａｆ 潮見7-2-3 45-3828

海産物・土産品 14店舗 手作り焼き菓子　Ｋａｎａ　Ｋａｎａ 南6条西2丁目8番地 43-6789 Ｍｏｉｓ　ｄｅ　Ｎｅｉｇｅ 桂町3丁目5-1 67-7115

丸北北都 南4条西3丁目7番地 44-5526 ｕｌｕ　ｅｙｅｌａｓｈ 字潮見165-79 090-1889-1009

オホーツクバザール 大曲1丁目14番19号 44-3005 文具・書籍 4店舗 かみきりや 大曲1丁目13の5 44-4352

カネ活渡辺水産 鱒浦21-19 45-3188 ひかりや書店　ＴＳＵＴＡＹＡ網走店 駒場南8丁目87番地 44-1714 サロンＬｅａ 南7条西1丁目７番地 43-5675

カンコーサービス　オホーツク流氷館店 天都山244-3 44-5642 フジヤ書店 南4条東1丁目5番地 43-3186 つだ美容室 南4条東3丁目10の9 43-2392

カンコーサービス　網走監獄物産館店 呼人1-1 45-2977 ブックオフ　網走店 駒場南8丁目1-18 61-6622 サロンドレビューつだ 駒場南1丁目1の1 43-1251

さかなの金川 南4条西1丁目11 43-2927 日光堂 南5条西3丁目10番地 43-2146 サン・グレイスフル山下 南3条東2丁目3-1 43-3673

マリン北海道工場 海岸町25番地8 43-8536 エンゼル美容室 桂町3丁目1-3 44-5856

今野商店　網走番屋店 南4条東6丁目8-2 44-0002 靴・カバン 3店舗 ブライダルヤマシタ 南3条東2丁目3-1 45-2777

道の駅　流氷街道網走 南3条東4丁目5-1 61-0088 シューズ・バックのキタノ 南4条西1丁目-7 43-2050 プレンティ・やました 北6条西4丁目 44-3389

北見食品工業㈱直売店 新町1丁目1-11 43-2730 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ網走店 駒場南7丁目3-2 61-4881 理髪屋　小柳 藻琴135 46-2335

網走監獄マリン北海道売店 呼人1-1 090-1523-1317 シュープラザ網走駒場店 駒場北5丁目83-6網走駒場ショッピングタウン内 61-0201 ダダ・ヘアプロモーション 呼人517-2 61-5555

網走観光ホテル売店 呼人23 090-6694-6568 ヘアーサロンささき 北6条西5丁目2 45-1650

網走番屋　オホロコマ 南4条東6丁目2-1 67-9102 給油所・燃料店 22店舗

北の浜市　網走番屋店 南4条東6丁目8-2　網走番屋内 44-2211 一色 北12条西2丁目1-5 44-8100 写真・カメラ 4店舗

松本商店 潮見10丁目8番16号 43-5246 木村写真館 南6条西1丁目8番地 43-2831

眼鏡・宝石・時計店 6店舗 森商事 南7条東2丁目 43-3333 写真工芸社　中山写真館 南6条東3丁目2番地 43-4065

ｈｕｇ網走店 駒場南4丁目3-1 43-9100 田中燃料店 潮見8丁目9-11 43-4603 佐々木写真館 北6条西1丁目2-1 43-2274

金安時計店 南4条西2丁目2番地 43-3671 本間石油 卯原内67 47-2322 佐藤写真館 南5条西1丁目7-1 43-2488

一心堂　時計店 南4条西2丁目 43-3664 リヨーユウ石油　網走SS 新町1丁目1-14号 43-2118

山川時計店 南4条東2丁目 44-5418 三光 新町2丁目1番14号 44-5231 クリーニング店 10店舗

千里堂メガネ　網走本店 南4条西3丁目 44-2233 新谷商店 北4条東2丁目1番地2 43-2185 北光舎 北10条東1丁目15-2 43-3057

メガネのプリンス　網走店 つくしヶ丘2丁目3番2号 45-4588 オカモト　セルフ網走 新町1丁目27番19号 61-1711 北光舎コープ札幌網走店 駒場北5丁目84-36 43-2131

オホーツクエア・ウォーター㈱網走サービスセンター 南7条東6丁目10番6号 43-3226 北交舎シティ網走アピア店 駒場北6丁目5-1 45-4404

家具・家電 11店舗 加々見商店 呼人278番地 48-2323 クリーニングすがわら南6条店 南6条西1丁目8-1 43-3688

あお家具店 南5条東3丁目 43-3691 三島燃料店 卯原内81 47-2616 クリーニングポポ駒場店 駒場南8丁目1 44-8388

タッチ1ワタナベ 南4条西3丁目１番地 43-3966 山崎石油 藻琴25番地3 46-2615 クリーニングポポ北6条店 北6条西2丁目 67-7212

佐野電器商会 緑町1番5号 43-3009 土屋工業　網走給油所 北6条西7丁目 44-5399 クリーンスター駒場店 駒場北5丁目 44-6733

カミヤマ家電 駒場南8丁目8-27 44-4845 北炭販売㈱網走支店 新町3丁目5番15号 43-3807 クリーンスター潮見店 潮見7丁目8-6 45-2586

こいけでんき 南4条西3丁目 44-7288 網走アポロ石油 北3条東1丁目1番地 44-7331 クリーンスター南4条店 南4条西4丁目 43-4463

タケナワ電気 北6条西4丁目5-3 43-2674 網走アポロ石油㈱駒場給油所 駒場南3丁目1-1 43-1325 クリーンスター北6条店 北6条西6丁目 43-9075

でんきの大上 北10条西1丁目 44-1616 網走アポロ石油㈱石油ガスセンター 北3条東1丁目1番地 43-5600

ベスト電器網走店 駒場北5-83-1 61-4141 網走アポロ石油㈱網走給油所 北3条東1丁目1番地 44-7197 その他サービス業 12店舗

ミヤマルデンキ 天都山53番地 43-4785 網走交通㈱南6条給油所 南6条東6丁目12 43-4541 O f f i c e 言の葉 天都山12番地の21 45-3160

ヤマダデンキ　テックランド網走店 つくしヶ丘4-2-1 67-7358 柏原潮見スタンド 潮見1丁目357-1 43-3900 網走市観光協会 南3条東4丁目5-1 44-5849

杉山デンキ 駒場北2丁目2-20 43-3809 柏原つくしヶ丘支店 つくしヶ丘4丁目1 44-6555 トランスポートY’ｓ 駒場南8丁目2番6号 43-3304

にいはら　4条店 南4条西2丁目 44-4476

自動車・自転車 22店舗 コンビニ 20店舗 にいはら　本社 南5条西2丁目2 43-3375

アマノ車輌機械 呼人512番地の12 48-2019 セイコーマート　北浜店 北浜９０番地の1 61-7400 Ｃｏｎｎｅｃｔｒｉｐ 呼人812-2 050-1099-3708

サンセイオート 呼人174-94 48-2261 セブンイレブン網走駒場南店 駒場南7丁目3-6 43-0123 オホーツク自然堂 中園267-14 46-2777

わたなべ 南6条西1丁目7番地 43-2866 セブンイレブン網走駒場北店 駒場北1丁目3-17 44-8218 ダスキン海都 潮見293-9 43-1641

網走自動車板金工業 鱒浦1丁目5番2号 44-1332 セブンイレブン網走北6条店 北6条西6丁目3-1 43-6955 ひかりサロン網走 駒場北5丁目83-1 67-6738

W E S T 桂町3丁目73 44-9199 セブンイレブン網走潮見南通店 潮見177-9 43-7002 秋山アルミ工業 新町2丁目７番5号 43-2037

オートプランナーＨＡＹＡＳＨＩ 三眺13-15 43-5181 セブンイレブン網走南2条店 南2条西3丁目7-2 43-6776 北海道ＡＢトリップ 南2条西1丁目15番地 67-9320

オートプランナーＨＡＹＡＳＨＩ　潮見工場 潮見282-6 67-6322 セブンイレブン網走南中央通り店 南2条東2丁目3-1 45-1271 有岡事務所 南8条東4丁目3番地 61-2700

ダイハツ販売網走 新町2丁目8-2 44-5221 ローソン網走大曲店 大曲1-16-36 45-2928

トヨタレンタリース北見　網走店 大曲1丁目9番8号 43-0100 ローソン網走潮見店 潮見8丁目94-64 45-4311

㈱北斗自動車 三眺13-14 44-3818 ローソン網走北6条店 北6条西2丁目16-1 44-5262

HondaCars北見　網走店 新町1-9 44-1119 ローソン網走駒場南店 駒場南5丁目2-1 43-6767

オートハウスＮａｐｓ 潮見177-2 45-3318 セイコーマート駒場北店 駒場北3丁目3番1号 45-3225

オートバックス　網走 つくしヶ丘2丁目7-2 67-4700 セイコーマートおおはし店 つくしヶ丘6丁目 43-5211

サイクルショップ　ＣＳＳ 南4条東6丁目3番地 090-6870-8162 セイコーマート網走潮見店 潮見2丁目 61-2236

タイヤ館網走駒場 駒場北6丁目3-1 43-4688 セイコーマート卯原内店 二見ケ岡105番20 61-8839

トヨタカローラ北見㈱網走店 新町2丁目8番9号 43-3175 セイコーマート網走学園通店 潮見187番1 45-1171

ネッツトヨタ北見㈱網走店 三眺12番地7 45-0010 セイコーマート網走潮見3丁目店 潮見3丁目8番1 43-4338

川口タイヤ工業所 新町2丁目8-13 43-4762 セイコーマート網走南2条店 南2条西4丁目2番3号 45-1668

湊自動車工業 新町1丁目9番16号 43-4341 セイコーマート網走北6条店 北6条西5丁目4番地1 44-0338

佐藤タイヤ商会 卯原内94-31 47-2535 セブンイレブン網走潮見店 潮見2丁目6番3号 44-2940

イエローハット網走つくしヶ丘店 つくしヶ丘1-8-9 43-1680

イエローハット網走大曲店 大曲1-8-6 61-6600 その他小売店等 22店舗

パーキングポイント 新町1丁目3-10 43-4113

寝具・ギフト・花・仏具 8店舗 神保印章 南5条東1丁目11番地 43-2696

島野仏具店 南5条西3丁目7番地 43-2322 蓮池金物店 南5条西1丁目 43-2978

フラワーあさくら 南4条東2丁目8番地7 43-3056 スギセン 南3条東3丁目11番地 43-2630

グリーンライフ花音 駒場南8丁目1-11 43-5855 どい新聞店 新町1-5-7 43-3713

サラダ館　網走潮見店 潮見2丁目5-6 44-4800 道新梅沢販売所 潮見2丁目７番15号 44-6823

フラワーカトレア　 駒場北5丁目　コープさっぽろ店内 44-8789 髙久陶器店 南4条東1丁目4番地 43-3475

花の店　ばんどう 南3条東3丁目 43-6896 ＤＣＭホーマック　網走店 つくしヶ丘1丁目1-5 45-1496

若原ふとん店 大曲1-1-6 43-2854 Ｔａｋ－Ｏｎｇａｋｕ 南10条西2丁目2-32-B101 090-9758-0445

寝装かわはらだ 潮見2丁目5-6 44-4800 スエヒロ塗料 南8条東5丁目2-2 43-4733

ドコモショップ網走つくしヶ丘店 つくしヶ丘1丁目1-8 43-2000

パン・菓子・ケーキ 15店舗 ふくや楽器店 南4条東1丁目 43-2323

アトランテ 南4条東1丁目13番地 44-1305 マツヤ釣具 駒場北6丁目1-17 44-7000

おかし工房　旭堂 潮見8丁目1-28 43-4676 井戸商店 つくしヶ丘5丁目10-12 44-1120

【お問い合わせ先】

網走市役所商工労働課 ４４－６１１１（内線２９２・３３９）

網走商工会議所 ４３－３０３１


