
「第３弾 ほくと地域応援券」取扱店一覧 ●2021.7.5以降に追加された取扱店 2021.8.18現在　289店

■「お食事専用券」と「お買物・お食事共通券」　両方が使える取扱店
七重浜地区 旅館やまに 東浜地区 スナック純 カラオケBar　まーる 市渡地区

スナックKANEKI そば・居酒屋　ひら木 らーめん　かちぼし 大衆割烹　なかさと サウンドスペース　チャボ tete cafe（テテカフェ）
蕎麦　丸昌やぶ久 つぼ八　七重浜店 スープカリーギャラップ ちゅうぼー寿々半北斗店 リーヴズ climat（クリマ）
KUSHIYAKI大ちゃん CALdo CALcio(カルドカルチョ） Coffee Room FLOAT 喫茶ポパイ＆オリーブ きらく亭 鈴木米穀店・月兎
Bowl of rice ぶたや ジンギスカン　テムジン　七重浜店 カラオケスナック唯心伽(ゆこと) カラオケパブ　赤とんぼ せせらぎ温泉内　軽食　ルシェロ 味処美林
御食事処　美松 しゃぶしゃぶビュッフェ　しゃぶ匠 食事処もがみ ラーメン幸さん食堂 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

焼肉　食道園 おにぎり・大福　ふくふく 大工川地区 とんかつ　きしだ おんじき庭本新函館北斗駅前
居酒屋ぬの川 追分地区 ナイトイン　チャリス ㈱マルト給食センター 麺屋　雅龍 そば処みやこ庵
スナック　サラン Pokke dish らーめん　凌（りょう） レストラン　あど・りぶ 酒舗　稲村屋
㈲一膳そうま そば処　やぶ源追分 一膳飯屋　幸まさ 谷好地区 らーめん韋駄天 おばんざい　まる
焼肉・ホルモン　丸亀 Pizzeria Dell'anima 小樽なると屋　久根別店 中華料理　柳園 炭火焼肉　ひび屋
七重浜のとや レストラン　菜花館 ●麺や北斗武蔵 開発地区
鶏旬 三條屋カフェ 中央地区 茂辺地地区 ●手作り弁当とお惣菜の店　中村屋 そば処寿庵
天然温泉七重浜の湯 創作洋風料理 Kokoro(こころ) すしの敏鮨 カラオケ・居酒屋もへじ お好み焼き　すずらん苑
グルメ回転寿司　函太郎　上磯店 清福 本郷地区 麺や　福丸
とんかつかつきち上磯店 久根別地区 当別地区 レストハウス　いながわ 東前地区
中華ジャンジャン　イオン上磯店 焼肉亜里蘭・お好み焼千日房 飯生地区 カフェ　風の丘 ●焼とり居酒屋　惣ざぶろう 東前温泉しんわの湯
Cafe＆Bar Capricieux やきとり　串兵衛 コミュニティカフェ「はあと＆けやき」 ホテル秋田屋
ケンタッキーフライドチキン　イオン上磯店 北斗芯軒 ラッキーピエロ北斗飯生店 本町地区 向野地区 その他
中華そば　櫓屋 食彩・桜 麺屋超人 旅館たねだ 麺処・お食事処　わら家 レストラン　pino
すしまる　七重浜店 中国料理　香港 ㈲若乃寿し スナックきらり クロマグロ専門工房 鮪斗 yuto
なごみ亭 キッチン　やまぐち そば処㊂都庵 焼鳥　おさない 村内地区 どんぶり家 鮪斗 yuto

●札幌海鮮丸 すなっく　イッちゃん すなっく みやび ●FREE 80s CAFÉ(フリーエイティーズカフェ) ＮＡＮＡＩＲＯ　ＦＡＣＴＯＲＹ

■「お買物・お食事共通券」　のみ使える取扱店
七重浜地区 追分地区 ファミリーサロンエース ボーバンベーク 理容あべ 市渡地区

ホビーショップ　イルカ ㈲栃木商店 カーファクトリー 三川青果店 ローソン大野本町店 ㈱花巻　
ダスキン美装 ㈲ホンダでんき ビーポイントフォト ヤマキューたかはし ラルズマート大野店 ほっとマルシェおが～る
おしゃれ館　なっき 美容室Labo フラワーショップ清水目 セブン-イレブン北斗大野橋通店 ㈱花巻　渡島大野給油所
伊勢ふとん店 タニスギクリーニング 中央地区 サイクル・オート　カメヤマ マツシロ洋品店 高砂屋金澤
㈱タカフジ トナミ食品直売店 ㈲丸米澤田商店 ㈲日新商会食品事業部　華隆 ㈲いとう電器 カットハウスカマザワ
クリーニング伊藤 ローソン上磯追分店 澤田米穀店 ヘアークラブ　М₂(エムドュウ) 金寸金丸菓子舗 おぐに牧場直売店
スーパー魚長　七重浜店 北海アウル石油販売㈱ coing/コワン ムラタ自動車㈱
酒蔵サイトウ酒店 久根別地区 ㈲末廣軒 昭和地区 レインボー薬局大野店 セイコーマート大野
石田文具 ラルズマート久根別店 パティスリージョリクレール ㈲上磯印刷所 美容室メイクス
CUT　HOUSE　沼宮内　お顔剃りルーム美・ハッピー ツルハドラッグ　東久根別店 上磯事務器 丸〆髙田商店 中山地区
㈱サンメディック セブン-イレブン北斗久根別店 やま理容院 常盤地区 中村米穀店 イルカサーキット
渡部商店 装いの店野田 カットハウス　エフビート 時計・メガネ・おおた
㈱星幸舎 Select shop CANARY 中野通地区 ㈲オイルショップ大野 開発地区
サツドラ北斗七重浜店 カネイチ薬品　久根別店 白崎商店 大工川地区 道南典礼㈲ ㈱リッキーファーム
朝日印刷 レインボー薬局上磯店 森の小さな隠れ家salon　花南(はーな) ㈲　緑友会　六輪村 八百しゅん
㈲宮崎新聞販売所 美容室　クレア ツルハドラッグ　北斗中野通店 サツドラ北斗本町店 東前地区
DCMホーマック上磯店 コープさっぽろ　ほくと店 散髪屋TANGLES 谷好地区 ㈲大野ヤマザキ自動車工業 セブンイレブン北斗東前店
ケーキとパンのお店 Tachibana 浜田牛乳販売店 イラスト・デザイン屋　P’s-P Art 大久髙橋商店 大野ストアー 東前温泉しんわの湯　カットハウス　涼
本を読まない人のための本屋　ワンダフルワールド モードいし岡 セブンイレブン北斗中野通店 ダイヤ美容室 衣料館あらい
おおみ美容室 メガネショップ　コバヤシ セブンイレブン北斗中央インター店 小西理容院 理容モリタカ 清水川地区
ドッグサロンパピー パティスリー　イグレック セイコーマート北斗中野通 ㈱もり工夢 セブン-イレブン北斗本町店 ㈱花巻　大野バイパス給油所
テーラークマガイ ㈲スナダオート 富川地区 石川自転車商会 ㈲武田自動車工業
DCMサンワ上磯店 クッキーハウス　ハーベスト 飯生地区 出雲商店 花の店　どんぐり
スイートデコレーション函館上磯店 竹内車両 吉田精米店 萩野地区
ツルハドラッグ　北斗七重浜店 理容もみやま 澤田商事㈱エネオス 茂辺地地区 本郷地区 日の出製麺㈱
アパマンショップ新函館北斗店 三協自動車㈱ 石崎幸花園 阿部商店 スーパー魚長　大野店
㈲アルカディアイトウクリーナー セイコーマート上磯久根別 トータルサポートクリエイト ケイ美容院 サツドラ大野店 千代田地区
㈱タクコーポレーション ㈲カナマル自動車整備工場 ㈱新星ハイヤー 菓匠　一福 岡田商店 後藤商店
つり具天狗屋七重浜店 ゲオ　北斗久根別店 ㈲宮崎新聞販売所 床屋　ふくしま カットスタジオソウル
スーパーセンタートライアル上磯店 魚隆小島 ㈱寺内 細入地区
フルーツショップ　㐂四郎 東浜地区 若月電機㈱ 当別地区 有機の里（農場）
ファッション市場サンキ上磯店 ササキモーター 大黒屋菓子店 山十近藤商店 向野地区
イオン上磯店　直営売場 サツドラ久根別店 アート・スペースウッド1・2・3　竹村 レインボー薬局当別店 ベークハウス・タッチ その他
シエル　ヘアーワークス スーパー魚長　久根別店 よしだ靴店 車装竹山 BAKERY ル・レーブ
カラオケ　ツボッチ七重浜店 ㈲野呂商店 理容室　おおもり 本町地区 さくら宅地建物 有機の里(直売店）富岡店
セイコーマート北斗七重浜 パン工房　エルパン・リコ ㈲京屋商事 横山石油㈱大野給油所 ㈲ナカイ建材金物店
ドン・キホーテ函館七重浜店 菓匠ゆめや スーパーとうかい　北斗店 ㈲タムラ薬局 理容サニム
㈲吉田林業 福田金物店 セイコーマート北斗向野
七重浜の湯内 カットハウスBeach ●パン工房　つきのうさぎ

飲食店のみに記載 ： 　　…出前・宅配対応（一部、配達地域、配達時間が限定されている店あり）

                                  …テイクアウト（一部、テイクアウト時間が限定されている店あり）
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