
もっとオタル観光ギフト券利用登録店舗一覧 2022/5/31

1 小樽芸術村 美術館 小樽市色内1丁目3-1 0134-31-1033

2 北一ヴェネツィア美術館 硝子製品販売 小樽市堺町5-27　北一ヴェネツィア美術館１階 0134-33-1717

3 小樽運河クルーズ 観光遊覧船 小樽市港町5番4号 0134-31-1733

4 小樽　青の洞窟　龍宮クルーズ 観光船 小樽市港町4-5 0134-32-3911

5 COTARU レンタサイクル・飲食 小樽市稲穂3-1-1 080-8038-4329

6 えびす屋　小樽店 人力車 小樽市色内2-8-7 0134-27-7771

7 小樽天狗山ロープウェイ・スキー場 ロープウェイ 小樽市最上2-16-15 0134-33-7381

8 トンボハイヤー株式会社 タクシー 小樽市色内3-5-1 0134-23-7711

9 ミドリ小型ハイヤー タクシー 小樽市稲穂5-11-3 0134-25-4411

10 北海道中央タクシー株式会社 タクシー 小樽市オタモイ1-2-3 0134-34-2020

11 金星小樽ハイヤー（株） タクシー 小樽市花園4-1-16 0134-23-8181

12 共同交通株式会社　小樽営業所 タクシー 小樽市新富町10-10 0134-29-4188

13 おたる蝦夷屋 飲食店 小樽市堺町2-22 0134-23-9727

14 ルタオパトス店 お菓子販売、喫茶店営業 小樽市堺町5-22 0134-31-4500

15 ルタオ本店 お菓子販売、喫茶店営業 小樽市堺町7-16 0134-40-5480

16 牛かつ 小樽黒澤 和食店 小樽市堺町2-3 0134-61-1236

17 ヤン衆北の漁場 ステーキ・海鮮 飲食店・お土産店 小樽市堺町5番35号 0134-31-3041

18 くぼ家 喫茶店 小樽市堺町4番4号 0134-32-1132

19 おたる巽鮨 寿司店 小樽市堺町3-15 0134-31-5963

20 可否茶館　小樽ファクトリー店 飲食店 小樽市堺町5-30 0134-24-0000

21 小樽ポセイ丼本店 飲食業 小樽市堺町4-9 0134-61-1478

22 OTARU CAFÉ×HELLO KITTY 飲食業 小樽市住吉町1番6号 0134-22-8823

23 ふじ鮨　小樽店 すし店 小樽市堺町5-36 0134-33-0232

24 北一硝子　三号館　テラス 喫茶店 小樽市堺町7-26 0134-33-1993

25 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

26 小樽福鮨 飲食店・寿司屋 小樽市堺町5-26 0134-23-2939

27 オルゴール堂®海鳴楼 オルゴール販売（小売） 小樽市堺町1-20 0134-23-6505

28 ルタオパトス店 お菓子販売、喫茶店営業 小樽市堺町5-22 0134-31-4500

29 ルタオ本店 お菓子販売、喫茶店営業 小樽市堺町7-16 0134-40-5480

30 ルタオプラス お菓子販売 小樽市堺町5-22 0134-31-6800

31 フロマージュデニルタオ お菓子販売 小樽市堺町6番13号 0134-31-5580

32 ヌーベルバーグルタオショコラティエ小樽本店 お菓子販売 小樽市堺町4番19号 0134-31-4511

33 手作り鞄の専門店　水芭蕉　小樽本店 小売店（革製品 鞄・財布） 小樽市堺町2-15 0134-24-5241

34 おみやげの店　こぶしや小樽店 小売店（土産） 小樽市堺町5-29 0134-33-5248

35 □○堂小樽 ガラス・天然石・アクセサリー・雑貨販売 小樽市堺町2-14 0134-64-7674

36 いか太郎本舗株式会社 水産加工品小売業 小樽市堺町6番4号 0134-22-7100

37 かま栄　工場直売店 練り製品販売業 小樽市堺町3番7号 0134-25-5802

38 小樽　福廊 小売り 小樽市堺町6-9 0134-21-6001

39 小樽浪漫館 販売 小樽市堺町1-25 0134-31-6566

40 大正硝子館本店 硝子製品小売 小樽市色内1丁目1番8号 0134-32-5101

41 大正硝子　とんぼ玉館 硝子製品小売 小樽市色内1丁目1番6号 0134-32-5101

42 大正硝子　月下美人 硝子製品小売 小樽市色内1丁目1番6号 0134-32-5101

43 大正硝子　びーどろ館 硝子製品小売 小樽市色内1丁目1番5号 0134-32-5101

44 大正硝子　うつわ屋 硝子製品小売 小樽市堺町2番10号 0134-32-3003

45 大正硝子　宇宙 硝子製品小売 小樽市堺町1番22号 0134-33-5333

46 ヤマコウ奥野商店 雑貨小売業 小樽市堺町3番22号 0134-34-2711

47 大正硝子　酒器蔵 硝子製品小売 小樽市堺町3番17号 0134-24-2660

48 大正硝子　Mahalo 硝子製品小売 小樽市堺町4番4号 0134-31-1133

49 大正硝子　かんざし屋 かんざし・アクセサリー・和雑貨 小樽市堺町4番8号 0134-24-0345

50 大正硝子　ほっこり屋 硝子製品小売 小樽市堺町4番15号 0134-32-5567

51 大正硝子　クリエイターズマーケット創 硝子製品小売 小樽市堺町6番11号 0134-32-5111

52 大正硝子　ギャラリー蔵 硝子製品小売 小樽市入船1丁目2番26号 0134-22-2299

53 金賞コロッケ　色内店 コロッケ販売 小樽市色内1丁目1番7号 0134-32-5101

54 金賞コロッケ　運河本店 コロッケ販売 小樽市色内1丁目1番2号 0134-32-5101

55 ㈱杉養蜂園 小樽店 販売業（蜂蜜） 小樽市堺町4-9 0134-31-5318

56 小樽オルゴール堂 本館 小売業 小樽市住吉町4番1号 0134-22-1108

57 小樽オルゴール堂 2号館 アンティークミュージアム 小売業 小樽市堺町6番13号 0134-34-3915

58 小樽からくり動物えん 小売業 小樽市住吉町4番1号 0134-24-3977

59 小樽オルゴール堂 手作り体験 遊工房 小売業 小樽市入船1丁目1番5号 0134-21-3101

60 小樽オルゴール堂 堺町店 小売業 小樽市堺町1番21号 0134-31-1110

61 おたる瑠璃工房 小売業 小樽市堺町5番33号 0134-21-6260

62 おたる瑠璃工房 運河店 小売業 小樽市堺町1番22号 0134-31-5101

63 北一硝子　アウトレット 硝子製品販売 小樽市堺町7-20 0134-33-3991

64 北一プラザ 硝子製品、オルゴール販売 小樽市堺町7-8 0134-33-1993

65 北一ワインショップ　ヴィノテカ 酒類の販売 小樽市堺町7-24 0134-33-1993

あそぶ（体験、見学など）

めぐる（交通）

堺町通り～南小樽駅エリア

たべる（飲食店）

かう（ショッピング）



66 北一硝子　三号館　カントリーフロア 硝子製品販売 小樽市堺町7-26 0134-33-1993

67 北一硝子　三号館　和のフロア 硝子製品販売 小樽市堺町7-26 0134-33-1993

68 地酒屋北一 酒類の販売 小樽市堺町7-20 0134-33-2996

69 北一硝子　クリスタル館 硝子製品販売 小樽市堺町6-7 0134-33-2995

70 北一硝子　三号館　洋のフロア 硝子製品販売 小樽市堺町7-26 0134-33-1993

71 北一ヴェネツィア美術館　ミュージアムショップ 美術館 小樽市堺町5-27 0134-33-1717

72 セブン-イレブン北海道ST 南小樽店 コンビニエンスストア 小樽市住吉町10 0134-22-2514

73 小樽キャンドル工房 小売業 小樽市堺町1-27 0134-24-5880

74 GRASS　GALLERY（グラス　ギャラリー） 小売業 小樽市堺町2-19 0134-33-7867

75 Fine Craft 小売業 小樽市堺町5-39 0134-23-5618

76 Arts ＆ Crafts 小売業 小樽市堺町6-12 0134-32-7807

77 硝屋 小売業 小樽市堺町6-12 0134-33-7707

78 株式会社大八栗原蒲鉾店 蒲鉾製造、販売 小樽市入船1-11-19 0134-22-2566

79 ヤマサ佐藤商店 鮮魚店 小樽市堺町4-10 0134-22-2039

80 銀の鐘１号店 小売業（土産販売）、飲食店（喫茶店） 小樽市入船1-1-2 0134-21-2001

81 北のどんぶり屋　滝波食堂 魚屋直営・海鮮食堂 小樽市稲穂3-10-16　三角市場内 0134-23-1426

82 小樽北勝庵 飲食店 小樽市色内1-6-27 0134-26-6464

83 回転寿司 函太郎 小樽店 飲食店 小樽市港町5-4 0134-26-6771

84 和牛黒澤 本店 和食店 小樽市色内1丁目11-10 0134-64-5707

85 北海あぶりやき運河倉庫 飲食店 小樽市港町5-4 澁澤倉庫 0134-25-8810

86 おたる 大和家 本店 寿司 飲食店 小樽市稲穂3-4-11 0134-23-1540

87 回転寿司とっぴ～小樽運河店 飲食業　回転寿司 小樽市港町6-4 0134-27-8111

88 ニュー三幸　小樽本店 飲食店 小樽市稲穂1-3-6 0134-33-3500

89 そば処　やま安 そば・うどん店 小樽市稲穂3丁目6-1 0134-22-4622

90 寿し処 彩華 すし店 小樽市稲穂2-11-3 090-9083-8328

91 洋食屋マンジャーレTAKINAMI 飲食業、洋食レストラン営業 小樽市色内2-1-16 0134-33-3394

92 カフェ ダイニング レンガ W 飲食店 小樽市稲穂1-4-15 おたる屋台村内 090-8706-2211

93 酒処　ふじりん 飲食店 小樽市稲穂2-11-2 050-8881-0525

94 可否茶館　JR小樽駅店 飲食店 小樽市稲穂2-22-15 0134-31-2550

95 TEPPANてつ屋 飲食業 小樽市稲穂1-3-9 ろまん横丁内 070-2426-8633

96 酒商たかの　銘酒角打ち　隠れ蔵 飲食業 小樽市稲穂1丁目1番6号2F 0134-34-1100

97 小樽運河プラザ喫茶一番庫 喫茶店 小樽市色内2-1-20 0134-33-1661

98 くいもん酒場　わはは 飲食業・居酒屋 小樽市稲穂1-7-15 0134-64-6855

99 小樽倉庫No，1 飲食業・ビアパブ 小樽市港町5-4 0134-21-2323

100 お箸ダイニング こうじ 飲食店 小樽市稲穂2丁目13-17 0134-22-7070

101 BAR DuomoRosso バーラウンジ 小樽市色内1-4-16 ホテルノルド小樽7階 0134-24-0500

102 Sizzle ビュッフェレストラン 小樽市色内1-4-16 ホテルノルド小樽2階 0134-24-0500

103 Sushi&grill　IL ONAI 和食レストラン 小樽市色内1-4-20 0134-23-2600

104 SONIA COFFEE カフェ 小樽市色内1-4-20 0134-23-2600

105 ダルオベーカリー 飲食店 小樽市稲穂1丁目4-11 090-2879-1333

106 ダルッフル 飲食店 小樽市港町7-2 080-4130-3043

107 スープカレー ダルオ 飲食店 小樽市稲穂3丁目3-1 070-3149-8880

108 （有）マルキ川嶋鮮魚店/鮮魚食堂かわしま 小売・飲食業 小樽市稲穂3-10-16三角市場内 0134-32-0613

109 すし耕 寿司店 小樽市色内2丁目2-6 0134-21-5678

110 銘酒角打ちセンターたかの 酒場 小樽市稲穂2-22-14 0134-32-0755

111 OTARU TAP ROOM -craft Beer&Hostel- 飲食店（バー&カフェ）、酒販店 小樽市色内2丁目4-8 090-1648-7397

112 武田鮮魚店、味処たけだ 小売・食堂 小樽市稲穂3-10-16　三角市場 0134-22-9652

113 千春鮨 寿司 小樽市色内1丁目5-10 0134-29-4689

114 朝市食堂 食堂 小樽市色内3-10-15 鱗友朝市内 0134-24-0668

115 UNWIND HOTEL＆BAR小樽 The Ball レストラン 小樽市色内1-8-25 050-3628-1983

116 UNWIND HOTEL＆BAR小樽 Bar Ignis バー 小樽市色内1-8-25 050-3628-1983

117 おたるの台所 ○おちゃわん○ 飲食店 小樽市稲穂2丁目14-11 0134-64-5031

118 伊勢鮨 寿司店 小樽市稲穂3丁目15番3号 0134-23-1425

119 えだかん 居酒屋 小樽市稲穂3丁目15番7号 0134-61-7880

120 山の猿 小樽駅前店 飲食店 小樽市稲穂2-10-8 050-5834-4351

121 ドーミーインPREMIUM小樽 ホテル 小樽市稲穂3-9-1 0134-21-5489

122 中華の店　東香楼 飲食店 小樽市稲穂3-7-12 0134-34-0806

123 OMO5小樽 by 星野リゾート　OMOカフェ＆ダイニング 飲食店 小樽市色内1-6-31 0134-64-1870

124 イタリア料理バリロット 飲食店（イタリアン） 小樽市稲穂3-15-5 090-1385-7974

125 染織アトリエKazu 製造・販売 小樽市色内1丁目10-23 0134-22-8544

126 株式会社マルキ滝波商店 海鮮販売 小樽市稲穂3丁目10番16号 三角市場内 0134-23-1426

127 小樽百貨UNGA↑ 小売業 小樽市色内2丁目1番20号 0134-65-8150

128 エキモルタオ お菓子販売 小樽市稲穂3丁目9番1号サンビルスクエア1F 0134-24-6670

129 小樽市観光物産プラザ 二番庫 小売業（土産物店） 小樽市色内2丁目1番20号 0134-64-1672

130 おみやげ市場　小樽屋 物販 小樽市港町6番5号 0134-24-3711

131 株式会社シューズショップさとう 靴小売業 小樽市稲穂2丁目20番1号 0134-32-7032

132 株式会社丸三 三ツ野薬局本店 薬局 小樽市稲穂1丁目4番15号 0134-24-0145

133 運河の宿おたるふる川 旅館・ホテル業 小樽市色内1丁目2番15号 0134-29-2345

港町、稲穂、色内エリア

たべる（飲食店）

かう（ショッピング）



134 田中酒造　本店 酒類販売業 小樽市色内3丁目2番5号 0134-23-0390

135 かま栄　サンポート店 練り製品販売業 小樽市稲穂2丁目20-1　小樽駅前第二ビル（長崎屋）地下1階 0134-34-2708

136 かま栄　駅前第1ビル店 練り製品販売業 小樽市稲穂2丁目22-8　小樽駅前第一ビル1階 0134-22-1166

137 駅なかマート「タルシェ」 小売店 小樽市稲穂2丁目22番15号　JR小樽駅内 0134-31-1111

138 田中繊維本店 和装品（きもの、小物）販売 小樽市稲穂3丁目17番14号 0134-31-0380

139 KOMACHIYA 化粧品販売 小樽市稲穂2丁目2番7号 0134-23-3014

140 あぶらとり紙専門店　ひより　小樽店 あぶらとり紙、和雑貨の小売業 小樽市色内1-2-1　おたるぜん庵1階 0134-22-1414

141 酒商たかの 小売業 小樽市稲穂1丁目1番6号1F 0134-34-1100

142 セブン-イレブン北海道ST 小樽店 コンビニエンスストア 小樽市稲穂2丁目22番地15号 0134-22-7241

143 小樽和菓子工房 游菓 菓子製造　小売 小樽市色内1-6-27 0134-55-5747

144 マリンベルwithだがし夢や サンポート小樽店 バラエティ雑貨、アニメグッズ、だがしの販売 小樽市稲穂2丁目20番1号 長崎屋小樽店1F 0134-33-6363

145 富士メガネ 小樽店 小売業 小樽市稲穂1丁目4番14号 0134-33-6880

146 ゆず工房 小売 小樽市色内2-2-21 0134-34-1314

147 メガネスーパー小樽店 小売業（メガネ、コンタクト、補聴器） 小樽市稲穂2-4-8 マルユウビル1F 0134-32-8739

148 （有）マルキ川嶋鮮魚店/鮮魚食堂かわしま 小売・飲食業 小樽市稲穂3-10-16三角市場内 0134-32-0613

149 武田鮮魚店、味処たけだ 小売・食堂 小樽市稲穂3-10-16　三角市場 0134-22-9652

150 有限会社　金オ　奥村商店 海産物販売 小樽市稲穂3-10-16　三角市場内 0134-22-7649

151 硝子工房NAKAMORI ガラス製品　製造・販売・体験 小樽市稲穂3-11-4 小樽中央卸市場内 0134-27-6475

152 有限会社 木村蒲鉾店 蒲鉾製造販売・海産物販売 小樽市色内3丁目10番15号 0134-33-0035

153 西田商店 海産物販売 小樽市色内3-10-15 鱗友市場内 0134-32-5285

154 RAIL SIDE（レイル　サイド） 小売業 小樽市色内1-7-13 0134-32-7075

155 ときわ屋 竹原商店 海産物　小売 小樽市稲穂3丁目10-16 0134-23-3752

156 和牛黒澤 工場直売所 飲食店、売店 小樽市色内１丁目１ 小樽出抜小路 0134-26-6808

157 イメージ・グラス　gallery&shop ガラス絵販売 小樽市色内1-9-8 0134-25-6855

158 新倉屋　駅前店 和菓子販売 小樽市稲穂2-22-8　小樽駅前第一ビル　１階 0134-32-6270

159 小樽芸術村　西洋美術館　ミュージアムショップ 小売店 小樽市港町6番5号 0134-31-7372

160 坂本食品駅前店 海産物、珍味販売 小樽市稲穂3丁目10-16 0134-22-2457

161 和牛黒澤 小樽駅前店 和食店 小樽市稲穂2-11-9 0134-65-8533

162 五十番菜館 飲食店 小樽市稲穂2丁目10-15 0134-32-4793

163 アイスクリームパーラー美園 飲食店 小樽市稲穂2丁目12-15 0134-22-9043

164 喫茶 光 飲食店 小樽市稲穂2丁目11-8 0134-22-0933

165 SAKE BAR MARUMOTO 飲食店 小樽市稲穂2丁目11-7 0134-65-7326

166 麗の中華 飲食店 小樽市稲穂2丁目13-9 0134-26-6898

167 焼鳥居酒屋 みやこ鳥 飲食店 小樽市稲穂2-13-8　高木ビル 0134-23-0141

168 中華食堂 桂苑 飲食店 小樽市稲穂2丁目16-14 0134-23-8155

169 あまとう 飲食店 小樽市稲穂2丁目16-18 0134-22-3942

170 オーセントホテル小樽 飲食店 小樽市稲穂2丁目15-1 0134-27-8080

171 プチポアン ムラタ 雑貨、バッグ販売 小樽市稲穂2丁目10-12 0134-22-4019

172 コスメチックス さいとう 化粧品販売 小樽市稲穂2丁目10-12 0134-23-4605

173 木村陶器店 陶器店 小樽市稲穂2丁目10-15 0134-33-6588

174 ツキタ CD、たばこ 小樽市稲穂2丁目10-15 0134-23-3451

175 Cut Point KeKe ヘアサロン 小樽市稲穂2丁目12-14 0134-33-6333

176 アリババコレクション 衣料品 小樽市稲穂2丁目12-14 0134-27-5477

177 アニメニクス アニメグッズ 小樽市稲穂2丁目12-15 0134-23-0010

178 サリュー エステ 小樽市稲穂2丁目12-16 0134-23-7156

179 コバーズ ジュエリー 小樽市稲穂2丁目12-17 0134-33-1192

180 アトリエ ベル 手作りの店 小樽市稲穂2丁目12-17 0134-34-1020

181 バッグのムラタ カバン、バッグ販売 小樽市稲穂2丁目12-17 0134-22-5027

182 ジーンズショップ ないとう ジーンズ、カジュアル衣料 小樽市稲穂2丁目9-9 0134-22-3031

183 ペルティカ サンドイッチ、ダイニングバー 小樽市稲穂2丁目9-8 0134-64-7872

184 岩永時計店 時計、宝石 小樽市稲穂2丁目9-8 0134-33-8618

185 グリーンスレッド 婦人洋服店 小樽市稲穂2丁目11-7 0134-32-3434

186 ふぁーしょっぷ さいとう 毛皮、宝石 小樽市稲穂2丁目11-5 0134-34-1390

187 ササキ時計店 時計、宝石 小樽市稲穂2丁目11-5 0134-23-7241

188 ネイルサロン クラウド ネイルサロン 小樽市稲穂2丁目11-5 0134-24-8688

189 めがね工房おたる 眼鏡 小樽市稲穂2丁目11-5 0134-64-6018

190 M・O・Pサロン童夢 美容店 小樽市稲穂2丁目13-11 0134-32-8366

191 みとら 都通り店 整体、手もみ 小樽市稲穂2丁目14-12 080-3295-4777

192 手芸のぎんざ 本店 小売店 小樽市稲穂2丁目14番14号 電気館ビル 0134-22-4141

193 ネオジャパニーズスタイル 美容室 小樽市稲穂2丁目14-16 0134-22-5000

194 ディッセンバー3 小樽本店 エスニックセレクトショップ 小樽市稲穂2丁目14-16 0134-22-9973

195 ハッシュハッピー 小樽店 カジュアルシューズ 小樽市稲穂2丁目13-9 0134-23-1192

196 おたる夢市場 生鮮市場 小樽市稲穂2丁目13-9 0134-22-0555

197 ハクジュプラザ 小樽店 健康器具の販売 小樽市稲穂2丁目13-6 080-7130-2975

198 SARTORIA　FISTY アクセサリー、雑貨 小樽市稲穂2丁目13-5 0134-33-8033

199 ジョイポート本店 生活雑貨、おもちゃ 小樽市稲穂2丁目13-4 0134-22-3311

200 メガネ・補聴器の専門店 タカダ 眼鏡、補聴器 小樽市稲穂2丁目16-15 0134-25-3003

201 FISTY アクセサリー、雑貨 小樽市稲穂2丁目16-16 0134-34-3804

小樽都通商店街

たべる（飲食店）

かう（ショッピング）



202 ジュエリーCONOMI 宝石 小樽市稲穂2丁目16-20 0134-22-6613

203 みどり美粧院 美容室 小樽市稲穂2丁目16-1 0134-32-3100

204 スズキ洋品店 洋服 小樽市稲穂2丁目15-11 0134-22-6729

205 かなる 雑貨、婦人服 小樽市稲穂2丁目15-11 0134-22-8818

206 モンピエール パン 小樽市稲穂2丁目15-9 0134-25-2738

207 ココカラファイン　都通り店 ドラッグストア 小樽市稲穂2丁目15-8 0134-22-2622

208 ㈲ヨシヤ 衣料品小売業 小樽市稲穂1丁目1-9 0134-25-2090

209 OZU 衣料品小売業 小樽市稲穂2丁目14-12 0134-23-5515

210 パスタクラブ レストラン 小樽市緑3丁目9番5号 0134-22-4162

211 ニュー三幸　おたる水族館店 飲食店 小樽市祝津3-303 おたる水族館内 0134-27-6655

212 ホテルノイシュロス小樽 ブラウキュステ レストラン 小樽市祝津3丁目282番地 0134-22-9111

213 ホテルノイシュロス小樽 ペルレ バーラウンジ 小樽市祝津3丁目282番地 0134-22-9111

214 民宿　青塚食堂 飲食店 小樽市祝津3丁目210番地 0134-22-8034

215 丸い遠藤商店 小売業（お米・お酒） 小樽市豊川町14-3 0134-33-2201

216 おたる佐藤食堂 飲食店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 090-1308-2385

217 ラーメン店ニコちゃん 飲食店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 090-6445-7865

218 本間水産 カニ・塩干・珍味 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-3331

219 カネイチ本間鮮魚店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-25-8359

220 若松鮮魚店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-29-3134

221 （有）佐々木商店 食料品店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-32-2089

222 深澤精肉店 新南樽店 精肉店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-3677

223 （有）西村鮮魚店 新南樽店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-2555

224 （有）ヤマキ新保海産物食料品店 食料品店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-21-2838

225 （有）山六 館山鮮魚店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-25-2054

226 （有）山利 工藤鮮魚店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-22-9685

227 川嶋鮮魚店 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-25-3302

228 ヤマキタ本間水産 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-27-8277

229 （有）三ッ野薬粧 ドラッグストア 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-3330

230 オーカンバル かまぼこ 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 090-1649-0493

231 （有）丸ケ 佐藤水産 鮮魚店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-5700

232 （有）杉本青果店 青果店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-31-3700

233 みずの米店 食料品店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-22-6941

234 成木青果 新南樽店 青果店 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-24-1731

235 スパイシーバザール 古着屋 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 090-1649-3480

236 長靴屋 長靴屋 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-33-7366

237 小羽茶 和菓子 小樽市築港8番11号 新南小樽市場内 0134-55-1282

238 大仁門 東雲店 飲食店 小樽市東雲町3-11 0134-34-8929

239 庄坊番屋 寿司・うなぎ・天ぷらなど 小樽市花園2-6-10 0134-29-0119

240 株式会社た志満 鮨・和食 小樽市花園3丁目9番20号 0134-23-0511

241 おたるダイニング花園遊人庵 鮨・和食 小樽市花園4丁目1番1号 01304-21-7200

242 寿司和食しかま 飲食店（すし店） 小樽市花園1丁目2番5号 0134-25-4040

243 和風厨房　み神 飲食店（居酒屋） 小樽市花園1-10-5 0134-24-1778

244 寿司・刺身処　海月　くらげ 飲食店 小樽市花園1丁目8番1号 0134-33-4664

245 ダイニングバー　〇月 飲食業・居酒屋 小樽市花園1-11-3 0134-24-6009

246 カフェアンドバー　ハーフ・トーン ショットバー 小樽市花園1-10-5 ノモスビル２F 0134-25-0005

247 うなぎ　しおみ 飲食店 小樽市花園3丁目1番7号 0134-32-7986

248 ジンギスカーン小樽別邸 飲食店 小樽市山田町1番1号 0134-61-1729

249 魁陽亭 越治 カフェ・バー 小樽市花園1-1-6　フタミビル２F 0134-61-7682

250 居酒屋とりあえず 飲食店 小樽市花園1-4-17 0134-25-3533

251 かま栄　花園店 練り製品販売業 小樽市花園1丁目8番2号 0134-22-1033

252 澤の露本舗 菓子販売 小樽市花園1-4-25 0134-22-1428

253 北一硝子　花園店 硝子製品販売 小樽市花園1-6-10 0134-33-1991

254 岩田書店 古書・古本小売 小樽市花園2-4-6 0134-27-3048

255 新倉屋　花園本店 和菓子販売 小樽市花園1-3-1 0134-27-2122

たべる（飲食店）

緑、最上、長橋エリア

たべる（飲食店）

祝津・高島・手宮エリア

たべる（飲食店）

かう（ショッピング）

新南樽市場

かう（ショッピング）

花園、東雲、山田町エリア

たべる（飲食店）

かう（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

たべる（飲食店）



256 小樽朝里クラッセホテル ホテル 小樽市朝里川温泉2丁目676 0134-52-3800

257 可否茶館　ウイングベイ店 飲食店 小樽市築港11 ウイングベイ小樽5番街1F 0134-21-5181

258 テラスブラッセリー 飲食店 小樽市築港11番3号　グランドパーク小樽2階 0134-21-3402

259 小樽あんかけ処 とろり庵 中華 小樽市桜5-7-23 0134-54-8287

260 温泉Dining&Bar TABERASAL 飲食店 小樽市朝里川温泉2丁目670 0134-54-0026

261 （旧）岡川薬局 CafeWhite 飲食サービス業 小樽市若松1-7-7 0134-64-1086

262 そば会席　小笠原 飲食店 小樽市桜2丁目17-4 0134-26-6471

263 マリーナバー＆レストラン 飲食店 小樽市築港11番3号　グランドパーク小樽2階 0134-21-3402

264 おたる宏楽園 旅館（ショップ） 小樽市新光5丁目18-2 0134-54-8221

265 田中酒造　亀甲蔵 酒類製造業及び販売業 小樽市信香町2番2号 0134-21-2390

266 セブンイレブン小樽信香店 小売業 小樽市信香町2番1号 0134-23-6887

267 ウィンケルビレッジ サービス業 小樽市朝里川温泉2丁目686 0134-52-1185

268 マリンベルwithだがし夢や 小樽築港店 バラエティ雑貨、アニメグッズ、だがしの販売 小樽市築港11番6号 イオン小樽店3F 0134-26-6878

269 富士メガネ 小樽シーブ店 小売業 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽一番街2F 0134-21-7423

270 おたるワインギャラリー 製造業、小売業 小樽市朝里川温泉1丁目130番地 0134-34-2187

271 海鳴楼グランドパーク小樽店 オルゴール販売（小売） 小樽市築港11-3　グランドパーク小樽２F 0134-23-6505

272 新倉屋　総本舗 和菓子販売 小樽市築港5-1 0134-27-2121

273 小樽マルシェ 小売業 小樽市築港11番3号　グランドパーク小樽1階 0134-21-3402

274 PASSIOS 小売業（北海道お土産、酒類の販売） 小樽市築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 0134-21-7161

かう（ショッピング）


