
業種 地区 店名 主な取扱品目

花川南 北海珍味　㈲石狩屋 花川南１条２丁目２５４ 75-6450 海産物
花川南 生鮮工房「アルヨ」 花川南１条４丁目２０６　花川KAビル１F 72-6331 野菜、魚、肉
花川南 酒のかまだ 花川南１条５丁目６７ 73-0416 地酒専門店
花川南 M　company 花川南１条６丁目１２７ 74-8962 酒、食品
花川南 徳光珈琲 花川南２条３丁目１８５ 62-8030 珈琲豆小売、喫茶
花川南 丸上ハヤシヤ㈲ 花川南２条４丁目２７２ 73-3947 酒、食料品ほか
樽川 JAいしかり地物市場　とれのさと 樽川１２０－３ 73-4500 農産物直売所
新港 山加製粉㈱ 新港西１丁目７７１－３ 75-9811 そば粉、鮭そば、鶏そば、豚そば他
新港 佐藤水産　サーモンファクトリー店 新港東１丁目 62-5511 水産加工品
新港 ㈱丹野商事 新港東３丁目６５－１５ 62-4155 水産物・珍味
本町 石狩市観光センター 親船町１０７ 62-4611 加工品、農産物
八幡 とみき商店 八幡４丁目５ 66-3581 青果、食品
厚田 Ａコープ厚田店 厚田区厚田６ 78-2021 食料品
厚田 厚田こだわり隊　直売所 厚田区厚田４５ 78-2012 野菜直売所
厚田 田中商店 厚田区別狩１８ 78-2211 食料品・酒
浜益 ㈲八田商店 浜益区浜益１－５２ 79-2035 食料品
花川南 ㈲ボンヌール 花川南５条３丁目２９ 73-2276 菓子
花川南 和洋菓子なかむら 花川南７条３丁目３６ 73-8560 和菓子・洋菓子
花川北 和洋菓子なかむら 花川北３条３丁目９－２　コープさっぽろいしかり店内 74-7262 和菓子・洋菓子
浜益 ㈲ふじみや製菓 浜益区川下１２０ 79-2303 菓子製造小売、飲食
花川南 セイコーマート　花川南店 花川南１条２丁目２３５ 73-4362 コンビニ
花川南 セブンイレブン　石狩花川南１条店 花川南１条２丁目２７３ 72-6266 コンビニ
花川南 スパー　花川南２条店 花川南２条２丁目２６８ 73-0162 コンビニ
花川南 セブンイレブン　石狩花川南店 花川南５条１丁目１３６－１ 73-8819 コンビニ
花川南 セブンイレブン　石狩花川南７条店 花川南７条３丁目７８ 74-8939 コンビニ
花川北 セイコーマート　花川店 花川北１条５丁目３ 73-2425 コンビニ
花川北 セブンイレブン　石狩花川北３条店 花川北３条１丁目４－１ 74-6980 コンビニ
花畔 スパー　花畔店(横井商店) 花畔３条１丁目１０－１ 64-2005 コンビニ
花畔 セブンイレブン　石狩花畔店 花畔３条１丁目２６３－２ 64-2050 コンビニ
厚田 地産ｓｈｏｐあべ 厚田区虹が原１６５－１９２ 66-3535 コンビニ
厚田 セイコーマート　厚田店 厚田区厚田３－１ 78-2420 コンビニ
浜益 セイコーマート　浜益店 浜益区川下５２－４０ 79-3071 コンビニ
花川南 ㈲パワードラッグ 花川南２条３丁目７０ 72-3740 医薬品、雑貨
花川南 おくすりやさん　ラッキー花川南店 花川南９条４丁目８３　ラッキー花川南店１F 73-7721 医薬品
樽川 ツルハドラッグ　樽川店 樽川９条１丁目１－２ 75-6020 薬、化粧品、日用品ほか
樽川 ビッグドラッグ花川店 樽川６条１丁目５ 72-6008 医薬品、健康食品など
花川北 ポーラ・ザ・ビューティ石狩店 花川北１条５丁目７３ 73-9114 化粧品、健康食品、アパレル、エステ、ボディファッション
花川北 ユゲ薬局 花川北２条２丁目２０１－２３ 74-1698 薬
花川北 ツルハドラッグ　花川北店 花川北３条１丁目４－２ 76-2033 薬、化粧品、日用品ほか
厚田 ㈱筒井知新堂 厚田区厚田３０－２ 78-2311 薬・化粧品等
花川南 竹田ふとん店 花川南１条３丁目１０ 73-5375 寝具
花川南 リリーマルレーン 花川南１条４丁目２０６　花川KAビル１F 73-3885 婦人服
花川南 寝具のサンホープ 花川南１条５丁目１０ 73-4881 寝具、タオル
花川南 ファッションハウス　カイト 花川南１条５丁目１３ 72-2227 婦人服
花川南 めがね大陸リンケイ堂　南花川店 花川南６条２丁目２３１ 72-2720 眼鏡
花川南 ファッション東栄　花川店 花川南７条３丁目１ 72-1352 婦人服、インテリア
花川南 ティーシグナル 花川南７条３丁目１２ 75-7272 婦人服
花川南 靴のウエダ　ラッキー花川南店 花川南９条４丁目８３　ラッキー花川南店２Ｆ 73-8200 靴
花川南 手づくりハウスかりん 花川南９条４丁目８３　ラッキー花川南店２F 73-4733 手芸材料
花川南 金物の金岡 花川南１条４丁目２３２ 73-4675 建築金物、家庭用品、肥料、塗料他
花川南 DCMホーマック　花川店 花川南１条６丁目１８５ 74-7700 日用雑貨
花川南 サンアイ電機 花川南６条１丁目１１－１１ハウスオブ花川１０１ 74-7724 暖房機器修理販売
樽川 協同通商㈱ 樽川３条２丁目５ 73-1033 事務用品、家具
樽川 カインズホームFC花川店 樽川６条１丁目５ 73-7811 日用雑貨、ペット用品、園芸用品等
花川北 ㈲ヒットイン本店 花川北１条５丁目８ 73-5866 家電、リフォーム
花川北 エイト電器花川店 花川北１条５丁目７３ 73-4114 家電製品
花川北 電化のエイコー 花川北１条５丁目３９８ 73-5361 家電品・クリーニング
花川北 ヤマダ電機　テックランド石狩店 花川南６条１丁目１０－１ 73-5454 家電製品
花川北 ㈱クリヤデンキ 花川北６条１丁目３７－１ 74-3537 家電、融雪関連
本町 後藤商店 親船町１０－４ 62-3012 事務用品、日用品
八幡 あべ商会 八幡２丁目７０－８ 66-3117 日用品、雑貨
八幡 ㈱工藤金物店 八幡４丁目８５ 66-3104 金物
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菓子小売



業種 地区 店名 主な取扱品目

第２弾：石狩市プレミアム付商品券取扱店一覧（5/7現在）
※黄色い色がついているところは、追加となった店舗です。

住所・電話（0133）

花川南 花工房CoCo 花川南１条２丁目３１２ 72-1187 生花、鉢花
花川南 ㈱石狩葬儀社 花川南４条１丁目１２０ 72-4444 生花、仏具
花川南 花乃大道 花川南７条２丁目204 73-5543 切花、プリザーブドフラワー、アレンジメント他
八幡 墓石・記念碑　㈲三愛 八幡２丁目３４３ 66-4848 墓石
花川南 六光石油㈱ピア石狩ＳＳ 花川南４条１丁目９９ 73-5550 ガソリンスタンド
花川南 ㈲丸栄　川上商店 花川南６条３丁目８５ 73-0130 LPガス、灯油
花畔 エネオス花畔SS 花畔３条１丁目２６９ 64-2005 ガソリンスタンド
本町 ㈱神田商事 親船町８－３ 62-3131 灯油、LPガス、関連器具
厚田 エネオス厚田別狩ＳＳ 厚田区別狩１８ 78-2211 ガソリンスタンド
浜益 岸本産業㈱　ENEOS浜益給油所 浜益区柏木１０４ 79-2221 ガソリンスタンド
花川南 ㈱干場自動車整備工場 花川南２条５丁目１５ 73-3611 自動車整備
花川南 たかはしサイクル 花川南４条３丁目１４ 73-2545 自転車
花川南 樋口自転車商会 花川南６条２丁目２０２ 73-2133 自転車、オートバイ販売修理
花川南 ㈲オートワコー 花川南９条５丁目２ 73-9363 自動車販売、整備、タイヤ販売
樽川 オートバックス　石狩花川 樽川７条１丁目２ 72-8602 カー用品販売
花畔 ㈱マリーン北海道 花畔３条１丁目９ 64-0771 ボート、マリンジェット、除雪機他
新港 大黒自工㈱　石狩工場 新港西１丁目７６５－２ 74-3321 自動車整備、カー用品
八幡 ㈱石狩農機 八幡５丁目１５－１１ 66-3568 農業用機械、除雪機
浜益 浜益モータース 浜益区川下８２－２ 79-2320 自動車整備
浜益 ㈲三栄自動車興業 浜益区柏木２３３－３ 79-3515 自動車整備
花川南 ㈲アット 花川南２条３丁目９１－２ 62-8100 福祉用具
花川南 あいケア 花川南２条３丁目９１－２ 62-8100 福祉用具
花川南 クオリ㈱ 花川南４条１丁目４９－４ 75-1230 ギフト(洗剤、食用油、雑貨等)
花川南 道央防災センター 花川南６条３丁目４１ 73-9678 防災、消防用品の販売点検
樽川 ドコモショップ　石狩店 樽川９条１丁目５－１ 0120-767-756 携帯電話販売
新港 フィッシング新港 新港南２丁目７３１－３ 64-5335 釣り具・アウトドア用品
花川南 スーパーエース　花川店 花川南１条６丁目１６２－１ 77-5168 スーパーマーケット
花川南 スーパーチェーンシガ　花川店 花川南４条３丁目４５ 71-2121 スーパーマーケット
花川南 ラッキー　花川南店 花川南９条４丁目８３ 74-2611 スーパーマーケット
樽川 ビッグハウス　花川店 樽川６条１丁目５ 72-6006 スーパーマーケット
花川北 コープさっぽろ　いしかり店 花川北３条３丁目９－２ 74-3531 スーパーマーケット
緑苑台 イオンスーパーセンター　石狩緑苑台店 緑苑台中央１丁目２ 75-9800 スーパーマーケット
花川南 ピザテンフォー花川店 花川南2条3丁目55番 72-3886 ピザ
花川南 とんかつ成田 花川南４条２丁目２１５ 72-1029 とんかつ
花川南 レストランぱんどら 花川南４条２丁目２７０ 74-3916 ステーキ、ハンバーグ、パスタ
花川南 レストラン　ノースウィンド 花川南７条１丁目３－４４ 72-7430 ハンバーグ、カレー、牛肉等
花川北 カレー一家 花川北７条３丁目４ 75-8600 カレー専門店
花畔 sweets&wine　Aromatie 花畔２条１丁目６８ 76-6765 ケーキ、ワイン他
緑苑台 Outdoor　Café　野菜香房 緑苑台東１条２丁目７９ 77-8811 カレー、ステーキ、ハンバーガー
新港 シーフードレストラン　オールドリバー 新港東１丁目　佐藤水産サーモンファクトリー店２F 62-4691 海鮮料理
生振 焼肉レストラン茨戸ガーデン　ステーキハウスノースヒル 生振３９－２ 64-1955 焼肉、ステーキ
本町 ザ・吉岡 親船町２４－２ 62-3562 飲食、宿泊ほか（要予約）
本町 北の味いしかり亭（民宿やまたま） 親船町１０９ 62-3422 飲食
本町 ㈲金大亭 新町１ 62-3011 石狩鍋
八幡 地産地消とみき 八幡４丁目４ 66-3581 いしかり丼
厚田 厚田亭 厚田区望来２３７ 77-2233 飲食
厚田 ＲＩＰＰＬＥ（リップル） 厚田区望来３３８－３０ 77-2288 PIZZA、パン
浜益 カフェ・ガル 浜益区浜益７７－２ 79-2319 軽食・喫茶
浜益 レストラン海幸 浜益区浜益６２９－２ 79-3666 ラーメン、定食
浜益 サンセット 浜益区川下４５－１ 79-3014 コーヒー、食事、加工品販売
花川南 そば処　民田 花川南８条１丁目１１１ 73-4764 天ぷらそば、鴨せいろ
花川南 ラーメン味の五六八 花川南８条４丁目４６５ 73-8880 ラーメン
花川南 そば舎 花川南９条１丁目１２ 72-4141 生そば、そば粉
緑苑台 蕎麦　瑞祥庵 花川東２条３丁目７３ 74-2920 そば
厚田 観光案内所　あいロード夕日の丘 厚田区厚田１２－４ 78-2000 そば、うどん、ソフトクリーム
花川南 閣鮨 花川南１条４丁目１１７ 73-3883 寿司
花川南 賢旨 花川南１条５丁目７ 72-7008 寿司
花川南 宝寿し 花川南３条４丁目２３３－１ 73-8080 寿司
花川南 鮨爽醇鳥ひだか 花川南９条３丁目９２－６ 73-2266 寿司、刺身、天ぷら
花川北 久代寿し 花川北６条２丁目２２ 74-0388 寿司

食堂・レストラン・焼肉店・
カフェなど

そば・うどん・ラーメン店

寿司

生花・仏具・墓石等小売

ガソリンスタンド・燃料小売

自動車・自転車・除雪機関連

福祉用具

その他小売

スーパーマーケット
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花川南 のみくいどころ花の実 花川南１条３丁目３３ 73-8748 居酒屋
花川南 炭焼やきとり　石鉄　田むら 花川南１条３丁目２１３ 72-5929 焼鳥
花川南 飲み喰い処　京 花川南１条４丁目２６２　柳ビル２F 72-0313 居酒屋
花川南 焼肉　炭焼亭 花川南３条３丁目９８ 74-4345 焼肉
花川南 小料理　あじわいの花ぶき 花川南３条４丁目２７５－１ 72-8721 和食
花川南 つぼ八　藤女子大前花川店 花川南３条５丁目２３ 73-2087 居酒屋
花川南 居酒屋　祭 花川南４条２丁目２７２－５ 74-5004 居酒屋
花川南 焼肉サラン 花川南５条３丁目７３ 73-1029 焼肉
花川南 美唄やきとり　ばかうまや 花川南１条４丁目２８０　げんき市場内 080-1978-9547 焼鳥
花川北 酒庵　升屋 花川北７条１丁目１０－１　大福ビルＢ１F 75-1188 居酒屋
花川北 サボテン・ブラザーズ 花川北１条５丁目１０４ 090-3779-2152 居酒屋
花畔 美食工房　花 花畔３条１丁目１２－１ 64-8606 居酒屋
浜益 居酒屋　小銭 浜益区浜益８－１８ 79-3739 居酒屋
花川南 エクセレントＧ＆Ｇ 花川南１条４丁目２０３　小田ビル１Ｆ 74-2800 スナック
花川南 スナック　キャラット 花川南１条４丁目２６２　柳ビル２Ｆ 72-1011 スナック
花川南 Lounge　絹 花川南１条４丁目２６２　柳ビル２Ｆ 72-0030 スナック
花川南 スナック加代 花川南２条４丁目２１０　マジェスティ２・４ビル２F 72-0161 スナック
花川南 花川story～ものがたり～ 花川南３条４丁目２３３－１ 090-3018-8636 スナック
花川南 スナック　ヴァルム 花川南５条２丁目９９　海皇ビル２F 73-9981 スナック
花川南 スナック麦 花川南６条２丁目１９４ 73-0333 スナック
花川北 スエヒロ 花川北７条３丁目２ 72-5382 スナック
花川南 クリーニングace　はまなす店 花川南１条３丁目２２０ 73-7384 クリーニング
花川南 クリーニング北陽 花川南２条２丁目２４９ 73-7751 クリーニング
花川南 クリーニングace　花川南店（ドライブスルー店） 花川南２条３丁目７３－８ 62-8332 クリーニング
花川南 田代クリーニング 花川南９条３丁目９１ 73-3934 クリーニング
花川南 エンパイアー　ラッキー花川南店 花川南９条４丁目８３ 72-6280 クリーニング
樽川 エンパイアー　ビッグハウス花川店 樽川６条１丁目５ 72-3820 クリーニング
花川北 エンパイアー　コープいしかり花川店 花川北３条３丁目９－２ 72-4277 クリーニング
花川北 クリーニングace　花川北店 花川北５条２丁目 75-6325 クリーニング
緑苑台 クリーニングace　イオン石狩緑苑台店 緑苑台中央１丁目 77-5960 クリーニング
新港 クリーニングace　新港南店　ユニットショップ 新港南１丁目１９－５２ 64-3935 クリーニング
花川南 理容室　ヘアーステージＫ’ｚ（ケイズ） 花川南１条１丁目１７２ 75-1023 理容
花川南 サロンドメール 花川南１条５丁目１１－１ 73-4247 美容
花川南 パーマみつよＨＡＢＡ 花川南２条２丁目２４１ 73-0081 美容
花川南 ｈａｉｒ　ｈｏｕｓｅ　Ｐｕｔｉｈ（プティ） 花川南２条２丁目２４１ 72-4595 美容
花川南 そうすたいる 花川南３条４丁目８８ 72-0315 美容
花川南 理容美容　やました 花川南４条４丁目３８ 73-0550 理美容
花川南 中坪理容室 花川南５条２丁目２２５ 73-0507 理容
花川南 hair　space　NODA 花川南８条５丁目７ 73-0545 理容
樽川 美容室　Ｏｌｉｖｅ　Ｋａｌｅ 樽川９条１丁目２８ 76-6221 美容
花川北 ウインナー美容室 花川北２条３丁目８７ 74-7273 美容
花川北 メンズヘアテラシマ 花川北３条２丁目１７７ 74-7274 理容
花川北 ヘアメイク　スパイラルマーケット 花川北６条３丁目７５ 72-0227 美容
花川北 アロマサロン＆スクール　パルファン 花川北６条３丁目８８ 74-2215 アロマトリートメント、エステティックケア
緑苑台 美容サンジュ 緑苑台東１条２丁目７９ 77-8787 美容
厚田 マルミ理容室 厚田区厚田３８ 78-2272 理容
生振 茨戸カントリークラブ 生振９線南１１６－１ 64-2115 ゴルフ場
本町 石狩天然温泉　番屋の湯 弁天町５１－２ 62-5000 温泉施設
八幡 シェイクスピアカントリークラブ 八幡町高岡３０６－１１ 66-3300 ゴルフ場
浜益 きむら果樹園 浜益区幌３７９－２ 79-2835 果樹園
浜益 さくらんぼの善盛園 浜益区幌４０３－１ 79-3210 果樹園、加工品販売
樽川 介護タクシー　こもれび 樽川７条２丁目８３ 0120-033-304 介護タクシー
新港 ダイコク交通㈱ 新港西１丁目７６９－３ 74-8891 タクシー
花川南 オカムラ写真館 花川南４条２丁目２７３ 73-2856 写真スタジオ、レンタル衣装、デジタルプリント
花川南 ㈲柏野印刷 花川南５条２丁目１０１ 73-6622 印刷
花川南 行政書士　池田法務事務所 花川南９条２丁目３６ 72-3558 遺言、相続手続き、不動産相談
花川南 ペットサロンスズ 花川南１０条２丁目２４７ 73-8889 ペットサロン、ペットホテル
花川北 ㈱中島測量設計 花川北７条３丁目４９－１ 74-2567 測量

理美容店

ゴルフ場・温泉施設・果樹園

タクシー

その他サービス業

居酒屋・焼き鳥店など

パブ・スナック

クリーニング店
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※黄色い色がついているところは、追加となった店舗です。

住所・電話（0133）

花川南 桝田畳店 花川南１条３丁目１２１ 73-4518 畳
花川南 ㈱恵秋園 花川南１条４丁目１６３ 73-5635 剪定・造園・樹木
花川南 ㈱佐藤建設 花川南２条２丁目２８０ 73-1723 住宅、リフォーム
花川南 ㈱花川土木工業 花川南２条３丁目４０ 73-2268 水廻り設備機器、他工事
花川南 ㈲永岡商店 花川南２条４丁目２４２ 73-2526 黒土、砂利、砕石、砂等
花川南 大栄地建工業㈱ 花川南６条１丁目１２－１０ 74-2070 住宅関連品
花川南 ㈱髙田グリーンサービス 花川南８条３丁目１４６ 73-4111 園芸用ミックス黒土
樽川 ㈱花川造園 樽川４条３丁目５９－２ 73-3855 造園・外構工事
花川北 石狩設備工業㈲ 花川北１条４丁目４７ 0120-032-860 融雪槽、リフォーム
花川北 ㈱毛利産業 花川北５条１丁目２６ 74-4366 融雪槽
花川北 住宅塗装の㈲グリーン企画工芸 花川北５条１丁目６３ 74-9988 住宅塗装、看板
花川北 ㈲インテリア花畔 花川北５条２丁目２０ 74-3555 クロス工事、カーテン、襖
花川北 ㈱石狩緑化開発 花川北６条１丁目１４ 74-6700 造園、土木、除排雪
花川北 井手たたみ商会 花川北６条２丁目１５３ 74-4480 畳
花川北 ひさすえ設備 花川北６条３丁目１４０ 74-1943 給排水設備工事
花畔 ㈱三津橋 花畔１４０－４ 74-4001 建築、リフォーム
花畔 マルウロコ酒井建設工業㈱ 花畔１７４－１ 74-7451 融雪槽ほか
花畔 石狩管工㈱ 花畔１条１丁目６２－１ 64-2015 管工事
花畔 石狩建設工業㈱ 花畔４条１丁目５ 64-8818 融雪槽ほか
新港 ㈱石狩環境メンテナンスセンター 新港中央１丁目２００－１０ 64-6020 建設、清掃、不動産
八幡 ㈱こんもく　石狩支店 八幡１丁目４５９ 66-4660 建築資材販売、施工
八幡 鋼昌渡辺建設工業㈲ 八幡１丁目４５９－１９ 66-3165 金物加工
八幡 朝日建設運輸㈱ 八幡１丁目４５９－２８ 66-3336 土木工事
八幡 半澤建設㈱ 八幡１丁目４５９－２９ 66-4127 住宅、リフォーム等
八幡 ㈱酒井組 八幡２丁目１３２－５ 66-3103 建設、土木、施行管理
八幡 榎本建設㈱ 八幡４丁目８９ 0120-088-406 建築、リフォーム
厚田 厚田産業㈱ 厚田区厚田７－６８ 78-2268 建設業

建設業


