
｢わっかない地域商品券｣加盟店のご案内 

58店舗 セイコーマート稚内中央店 中央4-6-3 23-5881 坂田 萩見5-7-6 33-4653

相沢食料百貨店 中央3-5-8 22-5020 フレッシュリ生鮮市場稚内店 朝日5-11-7 33-2449 為安印舗 中央3-8-23 22-5566

相原商事 栄1-13-1 34-2630 田渕商店 中央5-2-37 23-3138 photo factory dem dem(デムデム) 中央3-14-25 23-4123

あきかわ屋 ノシャップ2-4-25 22-4112 肉のたかみ 大黒5-3-24 23-4406 PHOTOスタジオマキヤ 港2-7-10 24-3422

Aコープぬまかわ店 沼川2449番地 74-2112 肉のにれ 中央2-12-27 23-2032 マツヤデンキFC稚内中央店 中央3-9-13 73-6040

魚常明田鮮魚店 港1-6-28 副港市場内 23-3410 能任商店 中央1-4-13 23-3519 毛利写真館 中央4-10-21 23-2508

魚常明田鮮魚店サフィール売店 開運1-2-2ｻﾌｨｰﾙﾎﾃﾙ内 23-8111 パティスリー・ヒルンド・ルスティカ 萩見5-12-10 73-1681 ヤマモトデンキ 港3-3-12 23-5258

池内商店 上ﾕ-ﾁ591-3 73-2003 ハートランドショップ 開運2-7-1 ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ内 23-8028 稚内印刷 中央4-2-15 23-3258

石崎食品販売 港5-2-24 24-1635 花田商店 中央5-10-20 23-7129 事務機・書籍・文具・玩具・学習塾・ペット用品・贈答品・雑貨 13店舗
うろこ市 中央5-6-8 23-7820 北匠水産 港1-6-3 きたに池田内 22-2116 赤毛のアン 大黒2-7-34 22-2763

狩人の匠 声問村ｻﾗｷﾄﾏﾅｲ原野1841-1 73-2070 ユアーズ卸売スーパー 富岡2-1-21 32-6401 大広 中央3-16-20 24-4515

きくち商店 こまどり1-13-5 23-3363 六土商店 中央4-10-16 23-2214 オフィス文具 潮見4-3-8 34-3705

きたに池田 港1-6-3 23-2996 稚内牛乳ララプラザ店 潮見1-10-15 34-6200 ペットショップカナリア 中央3-4-9 23-6852

orange egg(オレンジ エッグ) 若葉台2-1-4 73-5477 まちづくり稚内　セレクトショップ 中央3-6-1 キタカラ内 29-0277 クラーク書店中央店 中央2-14-1 22-3365

orange egg(オレンジ エッグ) キタカラ店 稚内地方合同庁舎　６Ｆ売店 末広5-6-1 34-1137 国際元気堂 中央3-4-5 24-3210

北の蟹 中央1-2-19 ｱｼｽﾄ稚内ﾏﾝｼｮﾝ2F右側 73-6800 稚内丸善マリンギフト港店 港1-6-8 24-3119 シャディサラダ館稚内こまどり店 こまどり3-9-2 24-3456

北海道きょうりん 末広2-6-5 23-3838 衣料品・寝具・靴・かばん・時計・眼鏡・CD・スポーツ用品他 19店舗 パッケージプラサﾞ稚内店 中央3-17-15 22-4189

菓子夢工房くどう 大黒2-7-30 23-2956 イタキ布団店 緑2-7-14 23-5454 ドックサロンパン
マルイワ工藤 宝来2-1-12 23-3321 ファッション ＩZＵ(イズ) 大黒4-7-1 西條稚内店内 24-2050 BeeLine 中央3-4-5 24-4648

御菓子司 小鹿 中央1-3-35 23-5275 かとう布団店 中央2-5-18 23-5489 北海ビジネス 大黒4-6-31 24-7781

西條稚内店 大黒4-7-1 24-5151 ブティックさえぐさ 中央3-4-8 23-2461 個別指導 みやけんセミナー
丸一坂本商店 宝来4-2-1 23-3964 佐藤銃砲火薬店 萩見4-4-5 34-5515 Zakka＆Recycle　WAKO 富岡４-１５-９ ―

佐藤食品 末広2-2-14 23-3788 シドウスポーツ 潮見2-6-28 32-9422 医薬品・化粧品・介護用品 13店舗
シティわっかない店 新光町1483-76 34-8255 メガネの太陽堂 大黒3-2-10 23-2003 中央3-15-6 23-2206

食品ｱｳﾄﾚｯﾄ卸売ｽｰﾊﾟｰ中央大壹店 中央5-3-10 73-0661 東洋時計店 大黒5-2-13 23-3482 介護サービスゆうぱれっと 萩見3-15-21 73-0735

菅原畜品 港5-2-34 24-2111 ノーザンノース 中央3-8-21 73-6573 カブトヤ 潮見4-3-17 33-2211

セイコーマートえびす店 恵比須5-1-21 29-2272 楽器の白金堂 大黒3-6-25 73-3120 サツドラ稚内店 潮見2-5-35 34-9010

セイコーマートかたやま店 はまなす2-4-1 33-3198 はるやまチェーン稚内店 大黒1-6-41 22-7999 サツドラ稚内中央店 中央2-14-23 29-0313

セイコーマートきくや店 潮見1-6-18 33-2501 フナヤマ 大黒2-5-34 23-4236 サツドラ稚内ララプラザ店 潮見1-10-5 34-6006

セイコーマートきごし店 萩見2-15-10 32-5595 フナヤマ中央店 中央3-9-9 23-7830 大丸化粧品店 中央3-4-5 23-5305

セイコーマートこまどり店 こまどり5-2-10 23-5858 プロノ稚内店 朝日2-1-15 73-1380 ツルハドラッグ南稚内店 大黒2-3 24-7303

セイコーマートさの末広店 潮見2-5-17 29-4115 オリジナルきものまこと 潮見3-2-2 32-6733 ツルハドラッグ稚内新光店 新光町1483-82 34-7755

セイコーマート大黒店 大黒3-4-44 24-1717 ブティックみき 中央2-6-16 24-4779 ツルハドラッグ稚内宝来店 宝来5-6-3 24-8268

セイコーマートとみいそ店 富磯250-1 77-2146 ラルズプラザ稚内店 潮見1-10-15 33-3636 東洋メディカル 萩見5-1-15 34-1042

セイコーマートなかがわ稚内店 港3-1-4 23-2233 稚内アヴェニュー 大黒4-7-1 西條稚内店内 22-5399 YOUR SHISEIDO  トミヤ 中央3-4-1 23-3573

セイコーマートふるにし店 緑2-3-19 23-3388 ワークショップハタノ 末広3-２-24 22-4446 ユアーズ調剤薬局 富岡4-3-1 34-8671

セイコーマート宝来店 宝来4-7-37 23-5266 家具・家電・カメラ・通信機器・印刷 14店舗
セイコーマートみどり店 緑4-17-5 22-4696 アイズネクスト 潮見4-1-17 34-7060

セイコーマートみなと店 港5-6-52 23-4410 フォト キタガワ 大黒3-7-10 24-3101

セイコーマート南稚内店 末広2-1-2 29-0902 くまがい家具店 緑4-3-8 23-3900

セイコーマート若葉台店 萩見5-35-8 32-2571 電器のクマナカ 中央5-8-9 22-1055

セイコーマート稚内１条通店 中央5-9-17 22-6601 ケーズデンキ稚内店 朝日3-2185-6 34-6622

セイコーマート稚内駅前店 中央3-6-1 23-8710 国境 末広4-4-24 32-1600

スーパー・百貨店・コンビニ・食料品・酒・米・土産・菓子

中央3-6-1 キタカラ内  　  080-2875-2525

朝日3-2183-153　080-5830-8899

緑1-10-24　 　  090-2077ｰ9455

稚内商工会議所では、「お買い物は地元で！」を

キャッチフレーズに商品券事業を行っております。

商品券は１枚１，０００円です。１０枚(１０，００

０円）ご購入毎に抽選券１枚を進呈し、２月と８月

の年２回豪華景品が当たる抽選会を開催しています。

〇商品券は1,000円券の一種類です。下記の加盟取扱店でご利用下さい。

（加盟店は随時募集しており、下記に掲載がない場合があります。ご利用は加盟店ステッカーで確認するか直接お店にお問合せ下さい）

〇商品券販売場所は、「相沢食料百貨店」中央３/「ホクタン」緑１/「ユアーズ卸売スーパー」富岡２/「稚内商工会議所」中央２/

「卸売スーパー中央大壹店」中央５/「まちづくり稚内」中央３/ シティわっかない店」新光町/「西條稚内店」大黒４/

「生鮮市場稚内店」朝日５

〇商品券の有効期間は６ヶ月です。（例：２０２３年２月中に購入の場合･･･有効期間は２０２3年７月末日）

〇商品券で利用できないものとしまして、現金との交換（つり銭を含む）、お米券・ビール券・図書カード等の金券の購入・公共料金の支払い、

その他加盟店で指定した商品等がございますのでご了承下さい。

○お問合わせ 稚内商工会議所
稚内市中央2丁目4番8号 ℡23-4400

加盟店舗数284店（令和５年4月4日現在）



ホームセンター・金物・工具 8店舗 食べ処さるぼぼ 声問村字恵北5691-14 29-3031 居酒屋浪漫 大黒2-1-15 24-0623

ウエダ金物釣具店 宝来1-7-1 23-2944 さんぱち稚内店 潮見3-6-1 33-3318 バー・スナック 10店舗
金子陶器店 中央3-4-11 23-3571 七輪焼肉 炭八　Ⓣ 大黒2-1-9 大黒ﾋﾞﾙ1F 24-0358 エール 大黒2-1-9 大黒ﾋﾞﾙ1F 24-0403

サニータウンはまなす店 はまなす3-8-4 34-9932 Foods and Bar Sekai(セカイ) 大黒2-8-18 73-4688 スナック 恵美子 大黒2-2-17 23-5165

そえじま工具 はまなす2-8-3 33-7645 大王本店 中央3-16-26 23-7766 おはなはん 港3-2-31 23-2725

谷金物商事 大黒2-7-40 23-5035 お食事処 てっぺん食堂 港1-6-28 副港市場内 23-3410 ソシアル・ルーム 紫音 大黒2-8-3 ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾙ4F 22-1786

ベストホーム稚内店 潮見4-4-38 33-6521 dell_cafe_kuu(デリ、カフェ、クー） Ⓣ 港1-6-28 副港市場内 73-5450 バーラウンジ パドル 開運1-2-2　サフィールホテル内 23-8111

DCM稚内店 新光町1483-9 34-6000 鳥吉大黒店　Ⓣ 大黒2-7-32 73-6651 スナック ピエロ 大黒2-8-7  Ｎ＆Ｋﾋﾞﾙ4F 22-3798

DCMニコット稚内宝来店 宝来4-6-11 24-6700 焼肉どん 大黒1-6-40 22-7439 Fragilｅ(フラジール)
歯科医院 1店舗 Haniel(ハニエル)　ⒹⓉ 大黒2-8-17 1F 22-5210 スナック 蛍 大黒2-8-1 グランカーサビル4F 24-5250

井須歯科医院 中央2-16-7 22-6480 お食事 はま　Ⓓ 萩見2-14 33-4883 スナック ラブ・ドール 中央2-13-4 館農ビル1F 22-5615

生花・葬祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5店舗 鉄板焼 はまなす 開運1-2-2  サフィールホテル内 23-8111 スナック ルーキー 大黒2-8-7  Ｎ＆Ｋﾋﾞﾙ2F 22-4505

アシストホール稚内 朝日5-11-11 33-5940 ピガール　Ⓣ 港3-2-31 24-3861 宿泊・宴会 12店舗
聖華苑 中央2-13-2 22-0841 中国料理 白漣　Ⓣ 潮見4-3-23 32-3577 ペンション亜留芽利亜 富磯番外地 77-2200

武藤はくぜん 大黒3-6-36 23-6554 プチGARAKU(ガラク)　Ⓣ 中央3-4-1 73-0325 ファームイン悠遊ファーム 上勇知1293 73-2112

meguruhana(メグルハナ) 大黒3-7-10 29-0873 焼肉 平成園 港5-2-34 24-2989 ホテル奥田屋 大黒3-7-17 23-2118

れんげ堂 中央4-8-18 23-5354 ファミリーレストラン ペリカン　Ⓣ 大黒4-7-1 西條稚内店内 24-5151 ホテル喜登 港2-1-20 23-2144

ガソリンスタンド・灯油・自動車・タイヤ 25店舗 カフェ Potto(ポット) 港1-6-28 副港市場内 23-3410 ホテルサハリン 中央１-５-５ 22-1239

エネサンス北海道稚内ガスショップ 中央5-5-11 23-5410 ボリューム亭 中央2-6-12 24-4474 サフィールホテル稚内 開運1-2-2 23-8111

おがさわら 末広4-1-24 34-3357 食事処 まつお　Ⓓ 潮見3-4-1 34-2883 ホテル大将 大黒1-7-19 23-5735

木村石油富磯給油所 富磯250 77-2210 カフェレストラン マリーヌ 開運1-2-2 サフィールホテル内 23-8111 ホテル滝川 港2-3-24 23-2333

木村石油稚内給油所 大黒4-8-19 22-2141 カフェ モカマタリ　Ⓣ 中央3-6-1 キタカラ内 24-1135 ホテル御園 大黒２-７-１５ 23-3793

瀬戸漁業潮見給油所 潮見2-5-25 32-6582 炭火焼肉ヤシチ 大黒2-13-13 23-5255 ホテル美雪 中央2-9-11 22-5866

瀬戸漁業中央給油所 中央4-4-10 22-5166 シーサイドレストラン yu～来(ユウラ)　Ⓣ 開運2-7-1 ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ2F 22-9330 ホテルメグマ 声問2-13-14 26-2290

瀬戸漁業配送センター 中央5-7-2 23-5535 活・海鮮れすとらん夢広場 開運2-1-5 24-5366 稚内グランドホテル 大黒2-13-11 22-4141

大興商産 末広5-1-15 33-3030 食堂 よしおか 中央2-7-7 22-6364 娯楽 2店舗
大東石油販売潮見ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 潮見1-10-20 33-8888 レストラン K ら・せーぬ　Ⓣ 中央5-8-18 73-0709 Ｔ・ジョイ稚内 中央3-6-1 29-1081

チセキ石油販売 中央2-9-34 23-3439 bake cafe らふ　Ⓣ 富岡2-12-13 73-5959 悠遊ファーム 上勇知1293 73-2112

チセキ石油販売潮見給油所 潮見4-4-20 32-7973 稚内空港レストラン 声問6744 稚内空港内　 26-2036 理美容・クリーニング・エステ・整体 12店舗
なかせき商事わっかない給油所 大黒2-6-18 23-8187 わっかないラーメン　Ⓓ 萩見2-14-1 33-4882 M'S HAIR Tipe(エムズヘアータイプ) 大黒3-2-14 73-6621

ニッポンレンタカー北海道 稚内駅前営業所 中央2-11-31 22-0919 郷土料理･すし店・居酒屋 31店舗 岸本理容院 緑3-9-20 23-2429

ニッポンレンタカー北海道 稚内空港前営業所 声問６７４５-７ 26-2233 四季彩ダイニング あんのん 開運1-2-2　サフィールホテル内 23-8111 ちぐさ美容室 大黒3-2-14 22-2718

畠山電装 末広5-1-20 33-6335 いろはにほへと南稚内店 大黒2-6-30 24-6101 成田整体施術院 潮見3-5-26 32-0762

藤石油 優❤愛ステーション 萩見2-15-8 32-5566 えぞ番屋 大黒2-9-5 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾙ1F 22-3207 畑クリーニング店本店 中央1-2-17 23-5579

ほく商 朝日5-11-12 34-2828 車屋・源氏　Ⓣ 中央2-8-22 23-4111 畑クリーニング店チェロ西條稚内店 大黒4-7-1 西條稚内店内 22-7033

ホクタン 緑1-1-5 23-4431 キッチン倶楽部 菜好　Ⓣ 大黒2-1-9 大黒ﾋﾞﾙ2F 24-5111 ビューティヘア ヤスコ本店 中央3-8-2 22-3744

北海自工 末広4-4-21 33-4760 寄り処 旬 ビューティヘア ヤスコ西條店 大黒4-7-1 西條稚内店内 22-9002

北海道エネルギー潮見給油所 潮見1-7-28 33-5121 北の味心 竹ちゃん　Ⓣ 中央2-8-8 22-7130 ヘアーサロン加地 潮見2-7-19 32-5708

北海道エネルギー萩見給油所 萩見3-15-25 34-7711 北の海鮮炉ばた魚吉　Ⓣ 大黒2-7-32 24-7641 髪きりやモロ 港3-6-9 22-7956

ミスタータイヤマン稚内店 大黒5-4-12 23-6930 雑魚や 大黒2-6-35 29-0188 リラクゼーションRira(リラ) 中央1-2-19 ｱｼｽﾄ稚内ﾏﾝｼｮﾝ2F 73-6800

安田石油店宗谷岬給油所 宗谷岬3-7 76-2326 札幌海鮮丸稚内店　Ⓓ 緑1-4-7 29-1555 リラクゼーション・りりーぶ 潮見3-5-26 34-7365

安田石油店富磯給油所 富磯294 77-2326 居酒屋 甚八 大黒2-2 22-3802 ハイヤー・タクシー 2店舗
稚内ﾋﾞｰｴｽﾀｲﾔｾﾝﾀｰ ﾄﾗｯｸﾀｲﾔｾﾝﾀｰ店 若葉台1825-6 33-6930 寿しの天勝 大黒2-8-7 Ｎ＆Ｋﾋﾞﾙ1F 73-1612 北都ハイヤー 潮見5-5-1 33-2525

食堂・レストラン・ラーメン店他 47店舗 月うさぎ 稚内日の丸交通 潮見1-4-33 23-6434

青い鳥 中央2-6-5 23-2914 つぼ八 潮見店　Ⓣ 潮見2-5-37 34-8888 建 設 関 連 ６店舗
ゲストハウス アルメリア誠洋　Ⓣ 宗谷岬 76-2636 つぼ八 南稚内店　Ⓣ 大黒2-7-32 23-2482 石塚建設興業 潮見1-9-15 33-4956

レストラン 泉　Ⓣ 大黒2-13-11 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ内 22-4141 居酒屋でんすけ 大黒2-8-7 Ｎ＆Ｋﾋﾞﾙ1F 22-4411 共成建設 栄1-34-1 33-2539

そば処壱文 中央4-2-17 22-3150 なら鮨　Ⓣ 中央2-13-3 23-6131 クロスのしょうじ 港1-1-12 23-5085

一楽 大黒2-8-3 ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾙ1F 24-7111 回転寿司 稚内花いちもんめ　Ⓣ 潮見5-2-11 34-7377 ケンシュウ 恵比須1-2-33 22-0882

ステーキハウス ヴァン 中央2-9-26 24-1315 はるき茶屋 大黒3-3-23 23-6177 中田組 港2-8-30 22-5670

海鮮丼 魚常 港1-6-28 副港市場内 23-3410 ひな寿司　Ⓣ 大黒2-2-15 22-5446 抜海運送 朝日1-4-5 34-4783

WOO-RIVO(うりぼぉ) 中央2-13-2 22-5464 寿し処 へそまがり　ⒹⓉ 港4-12-21 22-7230 新聞・放送 6店舗
海鮮炉端 うろこ亭　Ⓣ 中央5-6-8 うろこ市内 23-7820 わっかないっ子 みかく 大黒2-1-11 22-7220 伊戸川商会 中央1-4-3 23-3292

ラーメン専門店悦ちゃん　ⒹⓉ 中央2-14-15 22-1370 すし処 美奈味　ⒹⓉ 大黒2-2-14 24-4448 エフエムわっかない 富岡1-1-2 風～るわっかない2F 32-0761

Wild Kitchen COLORs(カラーズ） 大黒2-7-22 ビラ大黒１F 73-1909 やきとり大吉稚内店 萩見4-1-1 33-6950 香川新聞店 潮見3-4-13 33-2558

キッチンマルシェ　ⒹⓉ 中央3-10-15 24-0001 やきとりとりおやじ　Ⓣ 大黒2-8-5 ｻﾝﾊﾞﾚｰﾋﾞﾙ１F 22-0755 日刊宗谷 小沢販売店 緑5-35-11 23-2522

くるくる稚内店　ⒹⓉ 大黒1-7-13 24-3032 居酒屋八や 大黒2-7-38 ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ1F 23-6088 日刊宗谷 林専売店 中央4-14-31 23-2747

食堂 源長 萩見3-13-29 32-2153 串かつ 松ちゃん　Ⓣ 日刊宗谷 モリケン販売店 潮見2-9-43 33-2084

ラーメン広宣 中央2-8-18 23-2526 居酒屋 ようじ 大黒2-8-21 22-5557

仕出し処こまどり こまどり3-9-2 23-7381 養老乃瀧 稚内店 大黒4-10-8 23-5540

麺飯家五榔 萩見店 萩見5-2-17 ﾍｲｾｲﾋﾞﾙ1F 32-2333 kitchen Roy(キッチン ロイ)　Ⓣ
※飲食店で、デリバリー・テイクアウトを実施している店舗にはⒹ(デリバリー)、Ⓣ(テイクアウト)と表記しております。
　デリバリー・テイクアウトにつきましては、対応していない商品もございますので、事前に各店舗へご確認をお願い致します。

大黒2-8-17  　    090-1384-4725

大黒2-9-5ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾙ1F       090-8795-1743

港1-6-28 副港市場内　　　080-9003-7123

大黒2-8-5       080-9613-0595

大黒2-8-17   　090-6217-0044


