■小樽宿泊サンキュークーポン登録店一覧■
（2020/9/9現在）
体験、見学
1 小樽海上観光船（小樽港・祝津）

クルーズ

小樽市港町4-2

0134-29-3131

2 小樽運河クルーズ

クルーズ

小樽市港町5-4

0134-31-1733

3 小樽天狗山ロープウエイ

ロープウェイ

小樽市最上2-16-15

0134-33-7381

4 Salt Valley408（ソルトバレー408）

青の洞窟クルージング

小樽市塩谷1-27-23

0134-28-2181

5 小樽青の洞窟

青の洞窟クルージング

小樽市港町4-5

0134-32-3911

6 北一ヴェネツィア美術館

美術館

小樽市堺町5-27

0134-33-1717

7 小樽芸術村

美術館

小樽市色内1-3-1

0134-31-1033

8 えびす屋

人力車

小樽市色内2-8-7

0134-27-7771

水族館

小樽市祝津3-303

0134-33-1400

スキー場

小樽市朝里川温泉1丁目394番地

0134-54-0101

小樽市稲穂2-22-10

0134-25-3333

龍宮クルーズ

小樽店

9 おたる水族館
10 朝里川温泉スキー場

交通
※「小樽天狗山バスセット券」「小樽バイ

11 中央バス小樽駅前ターミナル

ンバスセット券」の購入時のみ対象

12 ミドリ小型ハイヤー

タクシー

小樽市稲穂5-11-3

0134-25-4411

13 トンボハイヤー

タクシー

小樽市色内3-5-1

0134-34-2424

硝子

小樽市堺町7-20

0134-33-3991

酒類

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

硝子

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

硝子

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

ショッピング
堺町通り～南小樽駅エリア
14 北一硝子

アウトレット

15 北一ワインショップ

ヴィノテカ

16 北一硝子

三号館

17 北一硝子

調味料入れ専門店

18 北一硝子

三号館

地酒蔵

酒類

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

19 北一硝子

三号館

洋のフロア

硝子

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

20 北一硝子

三号館

和のフロア

硝子

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

21 北一プラザ

硝子

小樽市堺町7-8

0134-33-1993

22 北一硝子

硝子

小樽市堺町6-7

0134-33-2995

23

カントリーフロア
さしすせそ

クリスタル館

ヴェネツィアガラス専門店
ミュージアムショップ

24 地酒屋北一
25 大正硝子館

本店

硝子

小樽市堺町5-27
北一ヴェネツィア美術館1階

0134-33-1717

酒類

小樽市堺町7-20

0134-33-2996

硝子

小樽市色内1-1-8

0134-32-5101

26 大正硝子

とんぼ玉館

硝子

小樽市色内1-1-7

0134-32-5101

27 大正硝子

ぎゃらりー月下美人

硝子

小樽市色内1-1-6

0134-32-5101

28 大正硝子

びーどろ館

硝子

小樽市色内1-1-5

0134-32-5101

29 大正硝子

宇宙

硝子

小樽市堺町1-22

0134-33-5333

30 大正硝子

酒器蔵

硝子

小樽市堺町3-17

0134-24-2660

31 大正硝子館

Mahalo

硝子

小樽市堺町4-5

0134-31-1133

32 大正硝子館

うつわ屋

硝子

小樽市堺町2-10

0134-32-3003

33 大正硝子館

かんざし屋

かんざし・アクセサリー・和雑貨

小樽市堺町4-8

0134-24-0345

34 大正硝子館

ほっこり家

硝子

小樽市堺町4-15

0134-32-5101

35 大正硝子館

堺街店

硝子

小樽市堺町6-11

0134-32-5111

36 大正硝子館

ギャラリー蔵

硝子

小樽市入船1-2-26

0134-22-2299

雑貨

小樽市堺町3-22

0134-34-2711

オルゴール

小樽市住吉町4-1

0134-22-1108

オルゴール

小樽市堺町6-13

0134-34-3915

40 小樽からくり動物えん

雑貨

小樽市住吉町4-1

0134-24-3977

41 キャラクターハウス

雑貨

小樽市住吉町1-6

0134-27-5618

37 奥野商店
38 小樽オルゴール堂

本館

39 小樽オルゴール堂2号館

アンティークミュージアム

夢の音

42 小樽オルゴール堂

手作り体験遊工房

オルゴール、製作体験

小樽市入船1-1-5

0134-21-3101

43 小樽オルゴール堂

堺町店

オルゴール

小樽市堺町1-21

0134-31-1110

44 飾屋

雑貨

小樽市堺町4-3

0134-65-0020

45 おたる瑠璃工房

雑貨

小樽市堺町5-33

0134-21-6260

雑貨

小樽市堺町1-22

0134-31-5101

47 小樽しゃぼん堂

雑貨

小樽市入船1-2-32（1階）

0134-22-8823

48 オルゴール堂®海鳴楼

オルゴール

小樽市堺町1-20

0134-23-6505

オルゴール

小樽市築港11-3 グランドパーク小樽

070-5611-2558

50 小樽浪漫館

ガラスアクセサリー・雑貨

小樽市堺町1-25

0134-31-6566

51 小樽石の蔵

ガラスアクセサリー・雑貨

小樽市堺町2-18

0134-31-4455

52 □○堂小樽

ガラスアクセサリー・雑貨

小樽市堺町2-14

0134-64-7674

革製品 鞄・財布

小樽市堺町2-15

0134-24-5241

土産

小樽市堺町5-29

0134-33-5248

土産

小樽市堺町6-9

0134-21-6001

衣類（大人、子供）、雑貨

小樽市堺町4-12

0134-23-0393

46 おたる瑠璃工房

運河店

49 オルゴール堂®海鳴楼

53 手作り鞄の専門店

水芭蕉

54 おみやげの店こぶしや
55 小樽

グランドパーク店

小樽店

福廊

56 山吹商店
57 利尻屋みのや

不老館

昆布専門店

小樽市堺町1-20

0134-31-3663

58 利尻屋みのや

本店

昆布専門店

小樽市堺町4-6

0134-25-4062

59 利尻屋みのや

ウイングベイ小樽

昆布専門店

60 利尻屋みのや

大正クーブ館

昆布専門店

小樽市堺町2-20

0134-31-4014

61 いか太郎本舗株式会社

水産加工品

小樽市堺町6-4

0134-22-7100

62 かま栄

かまぼこ

小樽市堺町3-7

0134-25-5802

63 ルタオ本店

お菓子、喫茶店営業

小樽市堺町7-16

0134-40-5480

64 ルタオパトス

お菓子、喫茶店営業

小樽市堺町5-22

0134-31-4500

65 ルタオプラス

お菓子

小樽市堺町5-22

0134-31-6800

工場直売店

小樽市築港11-5
ウイングベイ小樽5番街1階

0134-21-5578

66 フロマージュデニルタオ

お菓子

小樽市堺町6-13

0134-31-5580

67 ヌーベルバーグルタオショコラティエ小樽本店

お菓子

小樽市堺町4-19

0134-31-4511

68 小樽茶和々

抹茶製品

小樽市堺町4-14

0134-26-6668

69 寺子屋本舗せんべい小樽店

せんべい

小樽市堺町6-4

090-6326-9787

70 遊膳小樽店

箸製品

小樽市堺町6-1

0134-26-6883

71 喜来々小樽店

和雑貨

小樽市堺町7-1

0134-27-6130

72 3Ring

アクセサリ・天然石

小樽市堺町4-8

0134-33-2333

73 杉養蜂園小樽店

蜂蜜

小樽市堺町4-9

0134-31-5318

74 サツドラ小樽堺町店

ドラッグストア

小樽市堺町2-17

0134-31-3232

75 サツドラ小樽運河通店

ドラッグストア

小樽市堺町5-1

0134-31-3555

76 サッポロスーヴェニールショップ小樽堺町店

ドラッグストア・土産

小樽市堺町3-18 小樽運河堂1階

0134-61-1418

77 セブン-イレブン北海道ST南小樽店

コンビニ

小樽市住吉町10

0134-22-2514

食事・カフェ
堺町通り～南小樽駅エリア
78 おたる巽鮨

寿司

小樽市堺町3-15

0134-31-5963

79 ふじ鮨

寿司

小樽市堺町5-36

0134-33-0232

80 小樽福鮨

寿司

小樽市堺町5-26

0134-23-2939

81 小樽たけの寿司

寿司

小樽市堺町2-22

0134-25-1505

82 おたる蝦夷屋

海鮮

小樽市堺町2-22

0134-23-9727

総本店

海鮮

小樽市堺町4-9

0134-61-1478

84 北の漁場おたる運河店

海鮮

小樽市堺町53-1

0134-31-3041

85 どんぶり茶屋 おたる堺町通店

海鮮

小樽市堺町3-24

0134-64-5593

86 俺のジンギスカンGKS

海鮮、ジンギスカン

小樽市堺町3-23

0134-22-3355

87 タケダのザンギ

ザンギ

小樽市堺町4-18

0134-64-1159

88 大正硝子

くぼ家

喫茶

小樽市堺町4-4

0134-31-1132

89 北一硝子

三号館

テラス

喫茶

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

90 北一硝子

三号館

北一ホール

喫茶・レストラン

小樽市堺町7-26

0134-33-1993

91 OTARU CAFE×HELLO KITTY

喫茶

小樽市入船1-2-32（2階）

0134-22-8823

92 金賞コロッケ

小樽運河店

コロッケ販売

小樽市色内1-7

0134-32-5101

93 金賞コロッケ

色内店

コロッケ販売

小樽市色内1-1-7

（大正硝子館）

酒類

小樽市色内3-2-5

0134-23-0390

硝子

小樽市色内2-2-21

0134-34-1314

硝子

小樽市色内1-6-23

0134-34-1314

ガラス絵

小樽市色内1-9-8

0134-25-6855

小樽店

83 小樽ポセイ丼

ショッピング
稲穂・色内・港町・緑・長橋エリア
94 田中酒造

本店

95 ゆず工房
96 ゆず工房

硝子と雑貨のお店（2号店）

97 イメージ・グラス

gallery&shop

98 小樽屋

運河本店

土産

小樽市港町6-5

0134-24-3711

99 小樽屋

プラザ店

土産

小樽市港町7-1

0134-64-1472

100 松田印判店

印章・印刷製造販売

小樽市稲穂3-16-16

0134-22-8767

101 エキモルタオ

お菓子

102 花月堂

和菓子・洋菓子

小樽市稲穂2-2-7

0134-23-2168

103 駅なかマートタルシェ

食品

小樽市稲穂2-22-15 JR小樽駅構内

0134-31-1111

104 北海道四季彩館小樽店

土産屋、コンビニ

小樽市稲穂2-22-15 JR小樽駅構内

0134-22-7241

105 小樽百貨UNGA↑

オリジナル雑貨、食品販売

小樽市色内2-1-20

0134-65-8150

106 小樽市観光物産プラザ（運河プラザ）二番庫

土産

小樽市色内2-1-20

0134-64-1672

107 小樽市観光物産プラザ（運河プラザ）観光案内所

ポストカード等販売

小樽市色内2-1-20

0134-33-1661

108 運河の宿おたるふる川

※館内施設利用分対象

小樽市色内1-2-15

0134-29-2345

109 浅草橋観光案内所

ポストカード等販売

小樽市港町5-4

0134-23-7740

110 サツドラ小樽緑店

ドラッグストア

小樽市緑1-9-1

0134-22-8870

111 サツドラ小樽長橋店

ドラッグストア

小樽市長橋4-6-9

0134-21-5580

小樽本店

小樽市稲穂3-9-1
サンビルスクエア1F

0134-24-6670

食事・カフェ
港町・稲穂・色内・緑町エリア
112 小樽ビール小樽倉庫No.1

ビアパブ（醸造所併設）

小樽市港町5-4

0134-21-2323

113 北海あぶりやき運河倉庫

飲食店

小樽市港町5-4

0134-25-8810

114 シズル

レストラン

115 BAR Duomo Rosso

バー

116 SUSHI&GRILL

レストラン

イルオナイ

小樽市色内1-4-16
ホテルノルド小樽2階
小樽市色内1-4-16
ホテルノルド小樽7階
小樽市色内1-4-20
ホテルソニア小樽
小樽市色内1-4-20

0134-24-0500
0134-24-0500
0134-23-2600

117 SONIA COFFEE

カフェ

118 レストラン

中華

小樽市色内1-2-18 協和浜ビル1F

0134-32-0680

喫茶・甘味・食事

小樽市色内1-6-27 後藤商店ビル

0134-55-2999

蕎麦

小樽市色内1-6-27 後藤商店ビル

0134-26-6464

和食・寿司

小樽市色内1-2-1

0134-22-0011

海鮮

小樽市色内1-5-16

0134-21-7570

居酒屋

小樽市色内1-1-17

0134-24-0101

ジンギスカン専門店

小樽市色内1-1-17

0134-33-0015

125 小樽出抜小路”運河家”

ぶたまん販売他

小樽市色内1-1

0134-23-1181

126 和牛黒澤 小樽運河店

和食

小樽市色内1-1-20 出抜小路7

0134-26-6808

127 和牛黒澤

和食

小樽市稲穂2-10-5

0134-26-6690

洋食

小樽市色内1-8-6

0134-24-2800

129 Coworking Cafe&Bar The Harbor

カフェ

小樽市色内3-8-2

0134-64-7280

130 OTARU GRILL

ステーキ

小樽市稲穂2-10-5

0134-26-6690

119 Cafe

好

色内食堂

120 小樽北勝庵
121 おたる政寿司

ぜん庵

122 うろこ亭
123 炉ばた屋鶴吉

出抜小路店

124 小樽ジンギスカン倶楽部

北とうがらし出抜小路店

本店

128 ワイン&カフェレストラン

小樽バイン

ホテルソニア小樽

0134-23-2600

131 おたるの味 町の

寿司

小樽市稲穂1-1-1

0134-25-3430

132 小樽地鶏本舗

小樽地鶏販売

小樽市稲穂1-1-1

0134-23-1181

133 ニュー三幸

洋食、ジンギスカン、和食

小樽市稲穂1-3-6

0134-33-3500

小樽本店

小樽市稲穂1丁目

134 おたる屋台村（レンガ横丁・ろまん横丁）

屋台村

135 食彩工房

和食

小樽市稲穂2-4-10

0134-33-9326

居酒屋

小樽市稲穂2-13-17

0134-22-7070

137 伊勢鮨

寿司

小樽市稲穂3-15-3

0134-23-1425

138 大和家

寿司

小樽市稲穂3-4-11

0134-23-1540

そば・うどん・ラーメン・ご飯もの

小樽市稲穂3-6-1

0134-22-4622

中華・ラーメン

小樽市稲穂3-7-12

0134-34-0806

望月

136 お箸ダイニング

139 そば処

こうじ

やま安

140 中華の店

東香楼

141 ガンガン亭

サンモール一番街アーケード内

小樽市稲穂3-11-2

海鮮丼

142 北のどんぶり屋

滝波食堂

中央市場第2棟1F

080-8012-4876

魚屋直営・海鮮食堂

小樽市稲穂3-10-16 三角市場内

0134-23-1426

143 パスタクラブ

洋食

小樽市緑3-9-5

0134-22-4162

144 かま栄

サンポート店

かまぼこ販売

145 かま栄

駅前第1ビル店

かまぼこ販売

小樽市稲穂2-20-1
小樽駅前第二ビル（長崎屋）地下1階
小樽市稲穂2-22-5
小樽駅前第一ビル1階

0134-34-2708
0134-22-1166

食事・カフェ・ショッピング
小樽都通り商店街
146 ジーンズショップ

ジーンズ、カジュアル衣料

小樽市稲穂2-9-9

147 岩永時計店

時計、宝石

小樽市稲穂2-9-8

0134-33-8618

148 五十番菜館

中華食堂・ラーメン店

小樽市稲穂2-10-1

0134-32-4793

149 コスメチックスさいとう

化粧品

小樽市稲穂2-10-12

0134-23-4605

150 プチポアンムラタ

雑貨、バッグ販売

小樽市稲穂2-10-13

0134-22-4019

151 アトリエベル

手作りの店

小樽市稲穂2-10-13

0134-34-1020

152 Cut Point keke

美容室

小樽市稲穂2-10-14

153 木村陶器店

陶器店

小樽市稲穂2-10-15

0134-33-6588

毛皮、宝石

小樽市稲穂2-11-5

0134-34-1390

時計、宝石

小樽市稲穂2-11-5

ネイルサロン

小樽市稲穂2-11-5

157 めがね工房おたる

眼鏡

小樽市稲穂2-11-5

158 SAKE BAR MARUMOTO

バー

小樽市稲穂2-11-7

159 green thread

婦人服

小樽市稲穂2-11-7

0134-32-3434

160 喫茶

喫茶

小樽市稲穂2-11-8

0134-22-0933

161 バッグのムラタ

カバン、バッグ販売

小樽市稲穂2-12-1

0134-22-5027

162 ツキタ

CD、タバコ

小樽市稲穂2-12-14

0134-23-3451

163 アリババコレクション

服飾

小樽市稲穂2-12-14

0134-27-5477

164 アイスクリームパーラー美園

喫茶

小樽市稲穂2-12-15

0134-22-9043

165 アニメニクス

アニメグッズ

小樽市稲穂2-12-15

0134-23-0010

166 サリュー

エステ

小樽市稲穂2-12-15

0134-23-7156

167 さかえや洋品店

紳士用品

小樽市稲穂2-12-16

0134-33-1489

168 西川ぱんじゅう店

ぱんじゅう

小樽市稲穂2-12-16

169 ブランシェ 小樽店

婦人服、雑貨、靴

小樽市稲穂2-12

170 めんこい亭

らーめん

小樽市稲穂2-12-17

171 KOVER'S（コバーズ）

靴

小樽市稲穂2-12-7

0134-33-1192

172 ジョイポート

小売（雑貨、玩具、節句人形）

小樽市稲穂2-13-4

0134-22-3311

173 SARTORIA FISTY（サルトリアフィスティ）

紳士服

小樽市稲穂2-13-5

0134-33-8033

174 ハクジュプラザ 小樽店

健康治療器・雑貨

小樽市稲穂2-13-6

0134-24-1621

175 焼鳥居酒屋 みやこ鳥

居酒屋

小樽市稲穂2-13-8

0134-23-0141

176 ハッシュパピー小樽店

靴

小樽市稲穂2-13-9

0134-23-1192

177 おたる夢市場

海鮮販売

小樽市稲穂2-13-9

178 Ｍ･Ｏ･Ｐサロン 童夢

美容室

小樽市稲穂2-13-11

0134-32-8366

179 ディッセンバー3小樽本店

輸入雑貨店、小売業

小樽市稲穂2-14-1

0134-22-9973

180 花林果

かりんとう

小樽市稲穂2-14-12

0134-21-4112

181 みとら 都通り店

整体

小樽市稲穂2-14-12

0134-24-6006

182 オズ

婦人服

小樽市稲穂2-14

183 手芸のぎんざ 本店

手芸雑貨

小樽市稲穂2-14-14

0134-22-4141

184 ネオジャパニーズスタイル

美容室

小樽市稲穂2-14-16

0134-22-5000

185 琥珀-KOHAKU-小樽都通り店

喫茶

小樽市稲穂2-14-16

080-5598-8026

186 ココカラファイン

ドラッグストア

小樽市稲穂2-15-8

0134-22-2622

187 モンピエール

パン屋

小樽市稲穂2-15-9

0134-25-2738

188 ZIP メンズ＆レディース／プール・ラ・ヴィ

服飾

小樽市稲穂2-15-11

0134-22-6729

189 かなる

婦人服

小樽市稲穂2-15-11

0134-22-8818

190 レストランカサブランカ

洋食

191 和食「入舟」

和食

192 鉄板焼「海王」

鉄板焼き

193 ベーカリー「オンディーヌ」

ベーカリー

小樽市稲穂2丁目15番1号

0134-27-8100

194 ロビーラウンジ「オンディーヌ」

ラウンジ

オーセントホテル内

直通0134-27-8123

195 メインバー「キャプテンズ・バー」

バー

196 トップラウンジ「ポールスター」

ラウンジ

197 中華食堂 桂苑

中華食堂・ラーメン店

小樽市稲穂2-16-14

0134-23-8155

198 メガネ補聴器のタカダ

眼鏡

小樽市稲穂2-16-15

0134-25-3003

199 ブティック四季の部屋

婦人服

小樽市稲穂2-16-16

0134-34-3804

200 茶の木

化粧品

小樽市稲穂2-16-16

0134-24-0736

154 ふぁーしょっぷ

ないとう

さいとう

155 ササキ時計店
156 ネイルカフェ

クラウド

光

本店

都通店

0134-64-6018

0134-22-8804

201 洋菓子・喫茶の小樽あまとう

喫茶・洋菓子

小樽市稲穂2-16-18

0134-22-3942

202 小樽観光レンタサイクル COTARU

レンタサイクル

小樽市稲穂2-16-20

080-8038-4329

203 ジュエリーCONOMI

宝石

小樽市稲穂2-16-20

0134-22-6613

204 みどり美粧院

美容室

小樽市稲穂2-16-1
ショッピング
花園エリア

205 北一硝子

花園店

硝子、サンドブラスト製作体験

小樽市花園1-6-10

0134-33-1991

206 宮井額椽店

額縁・絵画

小樽市花園1-3-3

0134-23-1607

207 澤の露本舗

飴

小樽市花園1-4-25

0134-22-1428

208 かま栄

かまぼこ

小樽市花園1-8-2

0134-34-2708

209 光栄堂楽器小樽店

楽器

小樽市花園1-9-1

0134-23-5288

210 ジュエリーリサイクルブティック スエナガ

宝石

小樽市花園1-10-3

0134-25-3404

小樽市花園1-1-8

0134-22-8866

和食・寿司

小樽市花園1-1-1

0134-23-0011

213 寿司和食しかま

和食・寿司

小樽市花園1-2-5

0134-25-4040

214 大衆バル Bridge

洋食

小樽市花園1-4-23

0134-64-1218

215 寿司処

和食・寿司

小樽市花園1-5-7

0134-27-3821

和食、居酒屋

小樽市花園1-8-23

0134-22-4733

和食、居酒屋

小樽市花園1-10-5

0134-24-1778

ジンギスカン専門店

小樽市花園1-10-7

0134-24-8929

219 レストラン 村

洋食

小樽市花園1-10-7

0134-25-1188

220 おばんです

小料理屋

小樽市花園1-10-8

0134-25-5432

221 串かつ風土小樽店

串かつ、居酒屋

小樽市花園1-10-9

0134-61-7611

222 中華

ラーメン店

小樽市花園1-11-4

0134-32-8345

串焼き

小樽市花園1-11-21 G4ビル1F

0134-65-7013

224 庄坊番屋

寿司・うなぎ・天ぷら

小樽市花園2-6-10

0134-29-0119

225 すぱいすちーずちーず

イタリアンバル

小樽市花園3-4-6 栄愛ビル２F

0134-27-6787

226 Beef&Winebar灯-LAMP

ワインバー

小樽市花園3-8-18

0134-61-1170

227 大仁門東雲店

焼肉

小樽市東雲町3-11

0134-34-8929

228 Dock of the Bay（ドック・オブ・ザ・ベイ）

焼鳥

小樽市花園3-8-18

090-3119-8361

229 Luna Rossa

カフェ

花園店

食事・カフェ・スナック
花園・東雲町エリア
211 米華堂

洋菓子

212 おたる政寿司

本店

きた家

216 炉ばた屋鶴吉
217 和風厨房

本店

み神

218 小樽ジンギスカン倶楽部

北とうがらし本店

小料理

大丸ラーメン

223 余市がんから分店

串焼

230 カジュアルスポット

涼

JINJIN

アイスクリーム

喫茶

小樽市花園1-11-18
GOTビルNo.1 2F右
小樽市花園1-11-24

ダーツバー

スパルビル1F
小樽市花園1-12-4

090-9517-2639
0134-24-9900

231 華婉

スナック

232 マラケシュ

スナック

小樽市花園1-11-21

0134-29-5155

233 パブスナック廣

スナック

小樽市花園1-9-21

0134-32-4980

234 スナック

スナック

小樽市花園1-11-18 TOMITA'6

0134-26-6678

アム

第3とみたビル1F

0134-22-8633

ショッピング
朝里川温泉、新光、桜、築港、信香町、若松、奥沢エリア
235 小樽朝里クラッセホテル

ショップドルイド

小樽市朝里川温泉2丁目676

売店

小樽朝里クラッセホテル1階

0134-52-3800

236 おたるワインギャラリー

ワイン

小樽市朝里川温泉1-130

0134-34-2187

237 田中酒造

日本酒

小樽市信香町2-2

0134-21-2390

238 セブンイレブン小樽信香店

コンビニ

小樽市信香町2-1

0134-23-6887

239 ココカラファイン

奥沢店

ドラッグストア

小樽市奥沢3-29-3

0134-29-1108

240 ココカラファイン

桜町店

ドラッグストア

小樽市桜2-38-1

0134-52-1611

241 ココカラファイン

ウイングベイ店

ドラッグストア

亀甲蔵

小樽市築港11-5
ウイングベイ小樽5番街1階

0134-21-7446

242 サツドラ朝里店

ドラッグストア

小樽市新光1-9-17

0134-51-2255

243 サツドラ小樽若松店

ドラッグストア

小樽市若松2-6-8

0134-21-6220

食事・カフェ
朝里川温泉、築港、桜エリア
244 小樽朝里クラッセホテル
245 板そば

真兵衛

レストランシルフィード

レストラン
そば屋

246 ラーメン処

小樽坂

ラーメン店

247 豚肉専門店

ぼすとん

食堂

248 中國料理

華花

中華料理

249 テラスブラッセリー

テーブルビュッフェ

250 料亭湯宿

※館内レストラン利用対象

銀鱗荘

小樽市朝里川温泉2丁目676
小樽朝里クラッセホテル1階
小樽市築港11番5号
ウイングベイ小樽5番街2F
小樽市築港11番5号
ウイングベイ小樽5番街2F
小樽市築港11番5号
ウイングベイ小樽5番街2F
小樽市築港11番5号
ウイングベイ小樽5番街1階
小樽市築港11番3号
グランドパーク小樽内
小樽市桜1丁目1

0134-52-3800
0134-27-8885
0134-21-5558
0134-27-6500
0134-61-1311
0134-21-3402
0134-54-7010

