登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

スーパー・生鮮食品
店舗名

所在地
〒

住所

電話

ホームストア 幌別店

059-0014 登別市富士町6丁目38番地1

0143-85-2448

ホームストア アーニス店

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-85-9750

アルファマート 登別新生店

059-0032 登別市新生町3丁目10番地6

0143-82-2321

コープさっぽろ のぼりべつ東店

059-0464 登別市登別東町4丁目3番地4

0143-83-6481

コープさっぽろ しがイースト店

059-0036 登別市美園町1丁目8番地

0143-86-8182

コープさっぽろ のぼりべつ桜木店

059-0023 登別市桜木町2丁目22番地3

0143-88-2726

スーパーラッキー

059-0034 登別市鷲別町4丁目17番地2

0143-86-6255

イオン北海道株式会社 イオン登別店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-82-3000

マックスバリュ 登別店

059-0028 登別市富岸町1丁目1

0143-81-3701

スーパーセンター トライアル登別栄町店

095-0033 登別市栄町4丁目28番地1

0143-82-2220

菓子・パン・惣菜
所在地

店舗名
〒

電話
住所

鶏笑 登別店

059-0032 登別市新生町3丁目15番地2

0143-83-6920

かめや本店

059-0034 登別市鷲別町3丁目20番地10

0143-86-7606

わかさいも本舗 登別本店

059-0026 登別市若山町2丁目29番地3

0143-85-4110

わかさいも本舗 登別東店

059-0463 登別市中登別町96番地6

0143-83-3110

かめや アーニス店

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-88-1286

福祉の店 ドリームベーカリー

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-83-6061

米・酒・その他食品
店舗名
山岸商店

所在地
〒

住所

059-0013 登別市幌別町4丁目14番地1
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電話
0143-85-2270

登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

コンビニエンスストア
所在地

店舗名

〒

住所

電話

セブンイレブン 登別東町店

059-0464 登別市登別東町4丁目27番地3

0143-80-2255

ファミリーマート 登別桜木店

059-0023 登別市桜木町2丁目8番地12

0143-81-7092

ファミリーマート中登別店

059-0463 登別市中登別町170番地

0143-80-3026

セイコーマート 登別中央

059-0012 登別市中央町7丁目10番地1

0143-88-3390

セイコーマート 登別富士

059-0014 登別市富士町6丁目20番地4

0143-85-3636

セイコーマート 登別若草

059-0035 登別市若草町4丁目17番地7

0143-86-3777

セイコーマート 登別新生

059-0032 登別市新生町2丁目13番地

0143-86-4555

セイコーマート 登別

059-0551 登別市登別温泉町60番地

0143-84-2271

セイコーマート なりた

059-0464 登別市登別東町2丁目10番地5

0143-83-1107

ハマナスクラブ 幌別店（岸本）

059-0013 登別市幌別町8丁目8番地１

0143-85-8807

地場産品・売店
所在地

店舗名
〒

住所

電話

ベア観光株式会社

059-0551 登別市登別温泉町50番地

0143-84-3131

サッポロスーヴェニールショップ登別温泉店

059-0551 登別市登別温泉町76番地7

0143-80-3031

生活用品・雑貨・文具
店舗名

所在地
〒

住所

電話

有限会社阿波銘木

059-0034 登別市鷲別町1丁目30番地10

0143-86-3131

マルミツ合田商店

059-0012 登別市中央町4丁目3番地23

0143-85-3469

(有)水口企業

059-0012 登別市中央町5丁目1番地1

0143-85-2762

ワカキ玩具店

059-0464 登別市登別東町2丁目27番地3

0143-83-1730

DCMサンワ 登別店

059-0028 登別市富岸町1丁目1番地

0143-88-3331

ダイソー 登別アーニス店

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-88-3630
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登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

衣料品・ファッション
店舗名

所在地
〒

住所

電話

おしゃれ広場 たまがわ

059-0464 登別市登別東町2丁目27番地5

0143-83-0138

学生服の専門店 ㈱ピッコロ

059-0026 登別市若山町4丁目42番地4

0143-87-3551

婦人服と呉服 だるまや

059-0012 登別市中央町4丁目9番地6

0143-85-2468

アヴェニュー

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-82-3077

アーニスハンズ

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2138

ファッションクリエート K2

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2236

Yスタジオ

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2150

プランド・ヴィー

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2118

FRIEND.u

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-6660

家電・家具・インテリア
所在地

店舗名
〒

電話
住所

株式会社サカモト

059-0015 登別市新川町2丁目9番地8

0143-88-4238

株式会社伊藤電機商会

059-0014 登別市富士町2丁目11番地

0143-88-1222

株式会社白川電器店

059-0015 登別市新川町1丁目6番地11

0143-88-0555

サトー電化

059-0014 登別市富士町5丁目57番地1

0143-88-3685

株式会社でんきのシマムラ

059-0464 登別市登別東町4丁目11番地1

0143-83-2611

家具のアダチ

059-0025 登別市大和町2丁目20番地５

0143-85-4330

有限会社ベストでんか

059-0035 登別市若草町3丁目10番地12

0143-86-1808

小関デンキ商会

069-0014 登別市富士町1丁目2番地2

0143-85-2669

スポーツ・書籍・趣味
店舗名
テラダスポーツ

所在地
〒

住所

059-0012 登別市中央町2丁目12番地11
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電話
0143-81-2136

登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

教養・娯楽・旅行
店舗名
登別マリンパークニクス

所在地
〒

住所

059-0492 登別市登別東町1丁目22番地

電話
0143-83-3800

ギフト・花・造園
店舗名

所在地
〒

住所

電話

寺田生花店

059-0012 登別市中央町6丁目1番地6

0143-85-2957

フラワーショップ かりん

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-85-2820

花善

059-0012 登別市中央町4丁目9番地5

0153-85-8870

花ぜん イオン登別店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-82-3080

時計・メガネ・貴金属
店舗名

所在地
〒

住所

電話

田中時計店

059-0036 登別市美園町2丁目1番地1

0143-86-4127

メガネ・補聴器のオオツカ

059-0012 登別市中央町6丁目6番地1

0143-85-2450

株式会社日昇堂 登別店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地 イオン登別1階

0143-87-3737

楠本時計メガネ店

059-0014 登別市富士町2丁目13番地1

0143-85-2378

メガネのプリンス 登別イオン店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-87-0788

薬・化粧品・健康
店舗名

所在地
〒

住所

電話

むらかみ薬局

059-0014 登別市富士町5丁目1番地1

0143-85-2006

株式会社宝山堂中島薬局

059-0034 登別市鷲別町3丁目20番地5

0143-86-6155

ツルハドラッグ 登別富岸店

059-0028 登別市富岸町1丁目1番地

0143-81-3661

ツルハドラッグ 幌別店

059-0013 登別市幌別町6丁目2番地

0143-81-6268

ツルハドラッグ 登別若草店

059-0035 登別市若草町4丁目11番地1

0143-82-5755

ツルハドラッグ 登別中央店

059-0012 登別市中央町5丁目22番地4

0143-85-0888

うえの薬粧(有)

059-0464 登別市登別東町2丁目23番地3

0143-83-1745

サツドラ富岸店

059-0028 登別市富岸町2丁目11番地

0143-82-1500

サツドラ登別温泉１号店

059-0551 登別市登別温泉町50番地3 大黒屋ビル1階

0143-80-3070

サツドラ登別温泉２号店

059-0551 登別市登別温泉町72番地

0143-80-3012
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登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

金物・建築資材
所在地

店舗名
〒

電話
住所

株式会社ベルン

059-0032 登別市新生町1丁目17番地1

0143-57-6544

上田商事株式会社（ユアーズうえだ）

059-0015 登別市新川町2丁目5番地1

0143-85-2031

自動車・バイク・自転車関連
所在地

店舗名
〒

電話
住所

川田自動車工業株式会社

059-0013 登別市幌別町7丁目22番地1

0143-85-2268

カーコンビニ倶楽部 登別店

059-0025 登別市大和町2丁目45番地1

0143-88-3888

有限会社川尻自工

059-0025 登別市大和町2丁目24番地4

0143-85-5668

オートバックス登別室蘭インター店

059-0032 登別市新生町1丁目10番地1

0143-87-2233

有限会社中野モータース

059-0013 登別市幌別町5丁目5番地1

0143-85-2055

西垣じてんしゃ

050-0012 登別市中央町6丁目9番地1

0143-85-2157

燃料・ガソリンスタンド
店舗名

所在地
〒

住所

電話

北海石油株式会社 幌別給油所

059-0013 登別市幌別町1丁目1番地1

0143-85-2532

有限会社川西燃料

059-0464 登別市登別東町4丁目5番地

0143-83-1129

登別ガス協同組合

059-0001 登別市新栄町１番地39

0143-85-5684

室蘭石油株式会社 Dr.Drive幌別中央店

059-0012 登別市中央町2丁目16番地9

0143-85-3136

五稜石油株式会社 登別中央町ＳＳ

059-0012 登別市中央町3丁目19番地1

0143-85-2570

登和石油㈱

059-0465 登別市登別本町3丁目18番地1

0143-83-1351

㈱共栄ガス

059-0551 登別市登別温泉町6番地7

0143-84-2481

写真・印刷
店舗名

所在地
〒

住所

電話

カメラのアサヒ堂

059-0012 登別市中央町4丁目3番地2

0143-85-2636

フォトハウス ウィンク

059-0032 登別市新生町4丁目12番地13

0143-82-2636

- 5/9 -

登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

理容・美容・エステ
所在地

店舗名

〒

住所

電話

ビューティー・スペース・セシー

059-0032 登別市新生町4丁目22番地8

0143-86-5991

パーマハウス多恵

059-0015 登別市新川町2丁目1番地1

0143-88-4785

アーニス美容室

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2155

クリーニング
所在地

店舗名
〒

住所

電話

SPクリーニング

059-0012 登別市中央町3丁目17番地3

0143-85-4435

㈱ダイヤクリーニング アーニス店

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2134

㈱ダイヤクリーニング イオン登別店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-82-3001

㈱ダイヤクリーニング コープさっぽろ桜木
店

059-0023 登別市桜木町2丁目22番地3

0143-85-9700

㈱ダイヤクリーニング 本店

059-0035 登別市若草町2丁目14番地14

0143-86-4100

住まい
所在地
店舗名

電話
〒

ユタカアルミ工業株式会社

住所

059-0016 登別市片倉町2丁目24番地24

0143-85-8390

ホテル・共同浴場・冠婚葬祭
所在地
店舗名

電話
〒

住所

旅亭 花ゆら

059-0551 登別市登別温泉町100番地

0143-84-2322

名湯の宿 パークホテル雅亭

059-0551 登別市登別温泉町100番地

0143-84-2335

ホテルまほろば

059-0551 登別市登別温泉町65番地

0143-84-2211

登別萬世閣

059-0551 登別市登別温泉町21番地

0143-84-3500

第一滝本館

059-0595 登別市登別温泉町55番地

0143-84-3755

祝いの宿 登別グランドホテル

059-0592 登別市登別温泉町154番地

0143-84-2101

食堂・宴会
店舗名
ソーダ食堂

所在地
〒

住所

059-0003 登別市千歳町6丁目1番地98
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電話
0143-88-0690

登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

和食・寿司・そば・うどん
所在地

店舗名
〒

電話
住所

一直庵

059-0003 登別市千歳町156番地21

090-5227-8288

のぼりべつし 寿司政

059-0012 登別市中央町2丁目11番地6

0143-85-4336

旬の台所 くる美

059-0012 登別市中央町2丁目14番地2

0143-85-0838

食事処 天や

059-0012 登別市中央町5丁目14番地6

0143-88-0123

ちょいす 登別店

059-0026 登別市若山町2丁目29番地3

0143-81-3111

手打ちそば 結

059-0012 登別市中央町4丁目1番地18

中央ビル1F 0143-83-7758

真御膳そば 正直家イオン登別店

059-0026 登別市若山町4丁目33番地1

0143-87-3300

有限会社エム・アンド・エス

059-0012 登別市中央町5丁目8番地1

0143-85-4567

中華・ラーメン
店舗名

所在地
〒

住所

電話

福来軒

059-0012 登別市中央町2丁目8番地5

0143-85-9512

ぱぴあ

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2149

レストラン・洋食・焼肉
店舗名

所在地
〒

住所

電話

焼肉オモニ

059-0014 登別市富士町2丁目14番地5

0143-88-2929

レストラン ミハス

059-0012 登別市中央町1丁目2番地5

0143-85-3838

Kitchen Cafe May.t

059-0012 登別市中央町2丁目17番地38

0143-84-1510

お食事処 レストラン桜

059-0463 登別市中登別町96番地6

0143-80-2111

かつ吉 登別店

059-0026 登別市若山町2丁目29番地3

0143-85-8111

ブルスタ 登別店

059-0032 登別市新生町2丁目1番地4

0143-82-1155

NOBOJIN

059-0551 登別市登別温泉町76番地 石川ビル2F

0143-83-6611
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登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

居酒屋・ダイニングバー・スナック
店舗名

所在地
〒

住所

電話

居酒屋 ぐぅ・ちょき・ぱ

059-0012 登別市中央町1丁目2番地1

0143-85-8323

やきとり一平 幌別店

059-0012 登別市中央町4丁目2番地14

0143-88-1312

串揚げ 由歌居

059-0012 登別市中央町2丁目6番地2

090-3892-2963

和風スナックふる里

059-0012 登別市中央町2丁目3番地7

0143-88-1909

酒場

059-0464 登別市登別東町2丁目19番地7

0143-84-8234

ほろべつ屋台村 箸遊 佳乃

059-0012 登別市中央町2丁目6番地2

090-7650-3005

つぼ八 登別新生店

059-0032 登別市新生町1丁目18番地1

0143-82-7777

つぼ八 幌別店

059-0012 登別市中央町1丁目4番地11

0143-88-1008

スナック直

059-0012 登別市中央町2丁目3番地11

0143-85-8587

食楽酒場 うたげや

059-0012 登別市中央町2丁目11番地8

0143-57-4374

スナック 花

059-0012 登別市中央町5丁目5番地2

0143-88-4729

室蘭やきとり 一平若草店

059-0035 登別市若草町2丁目1番地7

0143-86-4488

喫茶・ファーストフード
店舗名

所在地
〒

住所

電話

食事＆喫茶 eファミリー

059-0464 登別市登別東町2丁目2番地2

0143-83-2836

喫茶 栞

059-0012 登別市中央町3丁目20番地12

090-9520-3394

カナディアンフライドチキン

059-0012 登別市中央町2丁目17番地47

0143-88-0441

フィールド

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2137
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登別市プレミアム付商品券 使用可能店舗一覧（業種別）
令和元年７月２２日現在

その他の販売・サービス
店舗名

所在地
〒

住所

電話

玉川本店

059-0551 登別市登別温泉町49番地

0143-84-2007

ドコモショップ 登別店

059-0035 登別市若草町2丁目14番地15

0143-83-2600

山本新聞販売店

059-0013 登別市幌別町4丁目7番地3

0143-85-2304

登別伊達時代村

059-0463 登別市中登別町53番地1

0143-83-3311

株式会社ホーマックニコット 登別東店

059-0464 登別市登別東町3丁目10番地12

0143-80-1300

ペットショップ スマイル

059-0012 登別市中央町4丁目1番地2

0143-85-0222

株式会社GODA

059-0012 登別市中央町3丁目13番地5

0143-85-8181

アーニスサービスカウンター

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-81-2121

手芸のこっとん物語

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-85-2151

アーニス修理コーナー

059-0012 登別市中央町4丁目11番地

0143-85-3239

有限会社勝また

059-0012 登別市中央町1丁目6番地3

0143-85-3336
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