
いしかり小規模店舗応援チケット　参加店舗一覧

業種 店舗名 住所 TEL 主な取扱品目

お食事の店　いそしぎ 花川南4条2丁目102 0133-73-0709 定食

カフェ・ドゥ・ムーン 花川南4条2丁目215 090-3914-3888 コーヒー、パスタ

レストランぱんどら 花川南4条2丁目270 0133-74-3916 お肉、パスタ料理

レストラン　ノースウインド 花川南7条1丁目3-44 0133-72-7430 ハンバーグ、ステーキ

とんかつ成田 花川南9条3丁目146 0133-72-1029 とんかつ

CRAZY SPICE　石狩花川店 花川北1条4丁目88 0133-73-8877 カレー

中華料理　漢華林 花川北6条3丁目163-1 0133-74-3033 中華料理

石狩市民図書館　喫茶コーナー 花川北7条1丁目　図書館内 0133-72-3294 地場産品

カレー一家 花川北7条3丁目4 0133-75-8600 カレー

Outdoor Café 野菜香房 緑苑台東1条2丁目79 0133-77-8811 焼いも、ソフトクリーム等

シーフードレストラン　オールドリバー 新港東1丁目54　佐藤水産2F 0133-62-4691 海鮮料理

レストラン　勝ち処 新港南2丁目729-3 0133-64-0811 そば、うどん、ラーメン、カレー、丼物

茨戸ガーデン・ノースヒル 生振39-2 0133-64-1955 焼肉、ステーキ

中華レストラン　しょうりゅう 花川東1条2丁目86 0133-62-8823 中華料理

レストラン喫茶　ふじ 花畔2条1丁目231-1 0133-64-4567 洋食

地産地消　とみき 八幡4丁目4 0133-77-5226 海鮮丼、おせち

太平洋ゴルフクラブ札幌コース　レストラン 厚田区聚富242 0133-66-3318 飲食物

おかずの駅　ほっ 厚田区聚富283-124 0133-77-5876 お弁当、ランチ

レストラン厚田亭・売店厚田亭 厚田区望来327戸田記念墓地公園内 090-8897-5993 観光土産、弁当、そば

ＲＩＰＰＬＥ 厚田区望来338-30 0133-77-2288 飲食、pizza

お食事と民宿　八幡ニ 厚田区厚田7-41 0133-68-9290 定食類、ラーメン

カントリーキッチンアン 厚田区厚田24-1 0133-78-2377 おまかせランチ・ハンバーグランチ他

石狩二三一 厚田区厚田98-2　道の駅内 0133-75-2222 バッテラ

GELATO　LicoLico　厚田店 厚田区厚田98-2　道の駅内 011-733-8857 ジェラート

ベーカリー アンド ピザ　ホーム 厚田区厚田98-2　道の駅内 0133-78-2300 ピザ、メロンパン

そば処　福多” 花川南1条2丁目249 0133-73-0054 そば、うどん

蕎麦町　花川南店 花川南3条4丁目233-1 0133-77-7899 蕎麦、丼

らーめんもみじ 花川南7条1丁目1-31　メゾンアール１F 0133-73-6969 らーめん

そば舎 花川南9条1丁目92 0133-72-4141 そば

そば処　一純 厚田区厚田98-2　道の駅内 050-5876-7638 そば

閣鮨 花川南1条4丁目117 0133-73-3883 寿司

うぉんたな DELI　花川南店 花川南1条4丁目256 0133-77-7262 寿司、カレー、オードブル

賢・旨 花川南1条5丁目7 0133-72-7008 寿司

鮨爽醇鳥ひだか 花川南9条3丁目92-6 0133-73-2266 寿司

寿し処　大吉 花川北1条4丁目182 0133-73-4463 寿司

寿し処　ふじ田 浜益区浜益2-34 0133-79-3388 寿司

ホルモンキング花川店 花川南1条4丁目117 090-1700-4129 焼肉

ホルモン酒場　花川焼肉苑 花川北1条4丁目45 0133-74-8029 焼肉

焼肉の大福 花川北7条1丁目10-1 0133-74-0812 焼肉、生肉販売

焼肉亭おおむら 厚田区望来484-81 0133-77-2371 焼肉

炭焼やきとり　石鉄田むら 花川南1条3丁目213 0133-72-5929 やきとり

いろはにほへと　花川店 花川南1条5丁目19 0133-72-1682 お酒、和食

おかめ 花川南2条2丁目186 0133-72-1224 飲食

鳥せい 花川南2条3丁目1 0133-72-2116 やきとり

花川ものがたり 花川南2条3丁目47 090-3018-8636 飲食

わんわん 花川南2条3丁目78 0133-73-7727 食品

酒蕎庵　海田 花川南2条4丁目249 0133-75-2087 生ビール、そば、串類

アットホーム居酒屋ぺろちゃん 花川南2条5丁目35 090-7655-5771 飲食全般

居酒屋　円居 花川南3条3丁目4　国重ビル１F 0133-72-4554 酒、刺身、焼物

くいどころてつぞう 花川南3条3丁目8　静香ビル 0133-73-7616 飲食

小料理　あじわいの花ぶき 花川南3条4丁目275-1 0133-72-8721 和食

つぼ八　藤女子大前花川店 花川南3条5丁目23 0133-73-2087 酒、料理

呑み食い処　にし 花川南6条2丁目245 0133-73-9270 飲食

鬼鹿 花川南9条3丁目92-21　ゆたかビル１F 0133-75-8337 やきとり、酒

居酒屋　○ちゃん 花川北1条4丁目93 0133-74-3305 酒類、カラオケ

やきとり桜 花川北1条4丁目233 0133-72-2222 やきとり

居酒屋　ばんや 花川北1条4丁目237 090-9752-8235 飲食

居酒屋　柳 花川北6条2丁目89 0133-72-6650 生ビール、おつまみ

酒庵　升屋 花川北7条1丁目10－1 0133-75-1188 食べ物、アルコール

居酒屋　スエヒロ 花川北7条3丁目2 0133-72-5382 酒類など

花畔　手羽先 花畔3条1丁目6 0133-64-6558 やきとり

美食工房　花 花畔3条1丁目12-1 0133-64-8606 ランチ、会食料理

居酒屋　小銭 浜益区浜益8-18 0133-79-3344 串物、焼き物、刺身他

食堂
レストラン
カフェなど

そば
ラーメン
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焼肉

居酒屋
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業種 店舗名 住所 TEL 主な取扱品目

ＳＮＡＣＫ　ＳＩＮＧＬＥ 花川南1条3丁目213　武田ビル2F 0133-72-6003 酒類

エクセレント　Ｇ＆Ｇ 花川南1条4丁目203　小田ビル1F 0133-74-2800 酒類

スナック　モナ 花川南1条4丁目262　柳ビル1F 090-1385-7146 酒類

スナック　かをり 花川南1条4丁目262　柳ビル2F 0133-72-1606 酒類

スナック　花瑞樹 花川南2条3丁目77 0133-74-0213 酒類

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 0133-72-0161 酒類

スナック　更沙 花川南2条4丁目210　マジェスティ2・4ビル2F 090-8636-2985 ウイスキー、ビール、焼酎

スナック　アクア 花川南2条5丁目21-1　第２ワコービル２F 0133-72-3412 軽食、酒

パブ　インパクト 花川南2条5丁目21-1　第２ワコービル２F 0133-74-4448 軽食、酒

パブ＆ダイニング　グルーヴ 花川南3条3丁目8　静香ビル1F 0133-73-1137 酒類

ピアニシモ 花川南3条3丁目8　静香ビル2F 0133-72-8224 酒類

パブ　リッチハウス 花川南3条3丁目8　静香ビル2F 0133-72-7325 酒類

スナック　ヴァルム 花川南5条2丁目99　海皇ビル２F 0133-73-9981 酒類

スナック Ｒ 花川南5条2丁目232 0133-74-3705 酒類

スナック　麦 花川南6条2丁目194 0133-73-0333 酒類

スナック　Be…Happy 花川南8条2丁目84 0133-72-8550 酒類

スナック　ユニヴェール 花川南9条3丁目92-21　ゆたかビル2F 090-2875-2722 酒類

ミュージック＆パブ　ダイアナ 花川北1条4丁目93　一條ビル1F 0133-76-6916 ライブ、酒、料理、カラオケ

サボテン・ブラザーズ 花川北1条5丁目104 090-3779-2152 酒類

スナック　ぴあす 浜益区川下52-1 0133-79-3381 ビール、ウイスキー、ソフトドリンク他

スーパーマーケット スーパーエース花川店 花川南1条6丁目162-1 0133-77-5168 食品、菓子、雑貨

セブンイレブン石狩花川南3条店 花川南3条4丁目259 0133-77-8500 食品、日用雑貨他

セブンイレブン石狩花川南店 花川南5条1丁目136-1 0133-73-8819 食品、雑貨、酒

セブンイレブン石狩花川南7条店 花川南7条3丁目78 0133-74-8939 食品、酒

ローソン石狩花川北店 花川北2条5丁目61 0133-73-7008 食品、日用品、酒

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 0133-74-6980 食品、雑貨

セブンイレブン石狩花川東2条店 花川東2条2丁目54-1 0133-72-6102 食品

ハマナスクラブ花畔店 花畔3条1丁目10-1 0133-64-2005 食料品、酒類

セブンイレブン石狩花畔店 花畔3条1丁目263-2 0133-64-2050 食品

生鮮工房　アルヨ 花川南1条4丁目　KAビル１F 0133-72-6331 生鮮食品

㈲鎌田本店 花川南1条5丁目67 0133-73-0416 日本酒、本格焼酎、ワイン、リキュール

徳光珈琲 花川南2条3丁目185 0133-62-8030 珈琲豆

丸上ハヤシヤ㈲ 花川南2条4丁目272 0133-73-3947 酒、ジュース、食品、雑貨

合同会社 北海道sweets&winery 花川北7条3丁目49-1 0133-74-2567 ワイン

佐藤水産サーモンファクトリー店 新港東1丁目54 0133-62-5511 水産加工品

JAいしかり　地物市場　とれのさと 樽川120-3 0133-73-4500 野菜・加工品等

美唄焼鳥・惣菜　炎　ビッグハウス花川店 樽川6条1丁目5　ビッグハウス内 0133-73-4120 ざんぎ、やきとり

ビックリッキー石狩店 樽川9条1丁目４ 0133-72-7776 酒類、米

㈲ボンヌール 花川南5条3丁目29 0133-73-2276 洋菓子

和洋菓子のなかむら 花川南7条3丁目36 0133-73-8560 和洋菓子

不二家　花川南店 花川南8条3丁目342 0133-74-5201 洋菓子、ケーキ他

おくすりやさん　ラッキー花川南店 花川南9条4丁目　ラッキー内 0133-73-7721 医薬品、健康食品

ポーラザビューティ　石狩店 花川北1条5丁目73　MSエイト１F 0133-73-9114 化粧品、衣類、エステ、サプリメント

ユゲ薬局 花川北2条2丁目201-23 0133-74-1698 医薬品、化粧品、雑貨

POLA　石狩店 花川北3条3丁目9-2　コープ内 0133-77-5440 化粧品、アパレル

筒井知新堂 厚田区厚田30-2 0133-78-2311 医薬品、日用雑貨他

寝具のサンホープ 花川南1条5丁目10 0133-73-4881 寝具

ファッションハウス　カイト 花川南1条5丁目13 0133-72-2227 婦人服

T signal(ティーシグナル) 花川南7条3丁目12 0133-77-7030 婦人服

ファッション市場サンキ　いしかり店 花川北3条3丁目9-2　コープ内 0133-74-3583 衣料品及び雑貨

めがね大陸リンケイ堂南花川店 花川南6条2丁目231 0133-72-2720 メガネ、補聴器

メガネサロンルック　コープいしかり店 花川北3条3丁目9-2　コープ内 0133-74-1191 メガネ、補聴器

グラスイズム　石狩緑苑台店 緑苑台中央1丁目2　イオンSC内 0133-74-2477 眼鏡

㈱金岡商店 花川南1条4丁目232 0133-73-4675 金物、家庭用品

エイト電器花川店 花川北1条5丁目73 0133-73-4114 家電品

㈱工藤金物店 八幡4丁目85 0133-66-3104 建築金物、土農具

後藤商店 親船町10-4 0133-62-3012 事務用品、化粧品、日用雑貨

花工房ＣｏＣｏ 花川南1条2丁目312 0133-72-1187 生花

花乃大道 花川南7条2丁目204 0133-73-5543 生花、鉢

㈲丸栄川上商店 花川南6条3丁目85 0133-73-0130 灯油、ガス

㈲丸井横井商店(ENEOS花畔SS) 花畔3条1丁目269 0133-64-2005 ガソリン、灯油

㈱神田商事 親船町8-3 0133-62-3131 ガス、灯油、器具類

コンビニエンス
ストア

食料品
酒等

菓子

医薬品
化粧品等

衣料
寝具

眼鏡

金物
家電

日用品等

生花

ガソリンスタンド

燃料

バー
スナック
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プレミアムGTセレクト南店 花川南2条3丁目40 0133-62-8620 自動車

㈱干場自動車整備工場 花川南2条5丁目15 0133-73-3611 車検、一般整備、板金塗装

㈲オートワコー 花川南9条5丁目2 0133-73-9363 車輛販売、車検

㈱マルマン・モーターズ 花川南10条1丁目1-5 0133-77-6886 自動車整備

confiance北店 花川北6条5丁目192 0133-77-7072 自動車整備

整備センターアウトレット東店 花川東2条2丁目3 0133-74-0005 自動車整備

㈲三栄自動車興業 浜益区柏木233-3 0133-79-3515 自動車整備

墓石 ㈲三愛 八幡2丁目343 0133-66-4848 墓石

石狩市観光センター「ゆめぽーと」 親船町107 0133-62-4611 石狩市特産品

道の駅石狩「あいろーど厚田」 厚田区厚田98-2 0133-78-2300 和菓子等

ギフトショップ　クオリ 花川南4条1丁目49-4 0133-75-1230 ギフト

インテリア仏壇　いのりや 花川南7条2丁目179-1 0133-77-7725 仏壇、仏具

㈱マリーン北海道 花畔3条1丁目9 0133-64-0771 ヤマハ発動機品他

阿部新聞店 厚田区望来96-55 0133-77-2254 新聞小売

きむら果樹園 浜益区幌379-2 0133-79-2835 果物

クリーニングエース　はまなす店 花川南1条3丁目220 0133-73-7384 クリーニング

クリーニングエース　ラルズマート花川店 花川南4条3丁目45 0133-62-9311 クリーニング

クリーニングエース　イオン緑苑台店 緑苑台中央1丁目2　イオンSC内 0133-77-5960 クリーニング

クリーニングエース　新港南店 新港南1丁目19-52 0133-64-3935 クリーニング

ヘアーステージ　K'Z(ケイズ) 花川南1条1丁目172 0133-75-1023 理容サービス

hair house Putih 花川南2条2丁目241 0133-73-0081 美容業

へあ＆りらっくす　そうすたいる 花川南3条4丁目88 0133-72-0315 ヘアケア用品

美容室ドレミ 花川南8条3丁目44 0133-74-1073 カット、カラー、パーマ

hair space NODA 花川南8条5丁目7 0133-73-0545 理容総合、整髪剤など

ウインナー美容室 花川北2条3丁目87 0133-74-7273 美容業

カットサロン　アルファー 樽川7条2丁目1 0133-72-4116 美容業

ヘアカラー専門店　MINT　石狩店 樽川8条1丁目203　グランパ81 0133-62-9009 ヘアカラー

Nail&Eyelash AnFil 花川南8条4丁目446 0133-62-9349 ネイル、まつげパーマ、まつげエクステ、化粧品

ネイルサロンHOLIC 樽川5条1丁目38 050-6864-7438 ネイルサロン

太平洋ゴルフクラブ　札幌コース 厚田区聚富242 0133-66-4128 ゴルフ場

シャトレーゼカントリークラブ石狩 厚田区望来222-1 0133-77-2316 ゴルフ場

シャトレーゼカントリークラブ　マサリカップ 厚田区望来485-1 0133-77-2555 ゴルフ場

写真 スタジオ　ＯＫＡＭＵＲＡ 花川南4条2丁目273 0133-73-2856 記念撮影、証明写真デジタルプリント

おそうじ本舗　石狩店 花川南8条1丁目134 0120-043-023 ハウスクリーニング

ペットサロン　スズ 花川南10条2丁目247 0133-73-8889 ペットサロン

（一社）アクトスポーツプロジェクト 花川北1条4丁目151 0133-62-8162 運動教室

アロマセラピースクール　Parfum 花川北6条3丁目88 0133-74-2215 生活関連サービス

ラクネ　イオン石狩 緑苑台中央1丁目2　イオンSC内 0133-72-1818 カイロプラクティック

クリーニング

理美容

ネイルサロン

ゴルフ場

その他
サービス業

その他小売

自動車関連

特産品
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