
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなで乗りきろう！ 

 

●商品券１２枚のうち、１枚（５００円）は飲食店専用です 

●利用可能なお店は、商品券のＱＲコードでも確認できます 
 

５００円×１２冊（６，０００円相当） 

【みんなで乗りきろう！ 弟子屈町わくわく商品券実行委員会】 

（弟子屈町・㈱弟子屈町振興公社・（一社）摩周湖観光協会・弟子屈町商工会） 

事務局：弟子屈町商工会 ＴＥＬ４８２－２２５９ 

 

 

 

完売しました
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みんなで乗りきろう！ 

弟子屈町わくわく商品券 2021 取扱店一覧用  

 

2021年 11月 11日更新 

  住所 施設名称 飲食 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弟
子
屈
地
区 

朝日 1丁目 4-30 ENEOS弟子屈 SS   

朝日１丁目 5-17 COFFEE＆REST  人形の家 ● 

朝日 1丁目 5-2 ㈱堀新聞販売所   

朝日 1丁目 5-33 ㈲摩周ハイヤー   

朝日 1丁目 7-18 食堂と喫茶 ｐｏｐｐｏｔｅｉ ● 

朝日 4丁目 3-1 弟子屈車輌興業㈱   

朝日 4丁目 4-10 VITA FACTORY   

中央 1丁目 10-11 ㈱宮田電気   

中央 1丁目 1-22 ㈱更科商店 （更科菓子舗）   

中央 1丁目 3-11 ㈲宮﨑生花店     

中央１丁目 3-14 みずほ食堂 ● 

中央１丁目 3-20 喫茶 遊 ● 

中央１丁目 4-17 工房一丁目 ● 

中央１丁目 6-11 香楽園 ● 

中央 1丁目 6-19 小田切ふとん店   

中央 1丁目 6-22 ダルマヤ時計メガネ店   

中央 1丁目 6-24 ㈱髙芝電気   

中央１丁目 6-26 coffee & pub ポプラ ● 

中央 1丁目 9-1 ㈱山三 右近商店   

中央１丁目 9-14 中国料理  青龍 ● 

中央 2丁目 5-1 ㈲そうご燃料   

中央 2丁目 5-7 ㈱やまき小澤金物店     

中央 2丁目 6-6 ビックリッキー弟子屈店   

中央 2丁目 6-15 ウエダ靴スポーツ   

中央 2丁目 9-6 手打ちそばの両國 ● 

中央 3丁目 2-1 ベスト電器 弟子屈店   

中央 3丁目 2-17 近松理容所   

 
参加店一覧 



 

 

中央 3丁目 2-19 のつけ トドワラ ● 

中央 3丁目 2-27 喫茶 あい   ● 

中央 3丁目 2-30 美容室 bosco   

中央 3丁目 3-10 べんり屋すずき   

中央 3丁目 3-12 ㈱中屋商店   

中央 3丁目 7-12 Ａコープてしかが店   

中央３丁目 7-12 大栄Ａコープ店   

中央 3丁目 7-2 ㈲須田商店・須田ふとん店   

中央 3丁目 8-1 旬の肴とうまい酒 もっきり家 ● 

高栄 1丁目 1-4 風祭金物店＆シャディサラダ館摩周店   

高栄 1丁目 1-5 渋谷時計・メガネ店     

高栄 1丁目 4-3 ㈱舘書店   

高栄 1丁目 4-5 セブン-イレブン弟子屈中央店 ● 

高栄 1丁目 4-10 ㈲スガエ美容院   

高栄 1丁目 5-4 平塚写真館   

高栄 1丁目 5-4 ノースイーストカヌーセンター     

 
 

弟
子
屈
地
区 

高栄 1丁目 5-28 雨宮印刷㈱   

湯の島 1丁目 1-4 ㈱角藤商店   

湯の島 1丁目 2-4 鳥やき 翻車魚   ● 

湯の島 1丁目 6-4 炉ばた 蝦夷 ● 

湯の島 2丁目 1-13 炭家 石花木金 ● 

湯の島 2丁目 1-13 スナック カド ● 

湯の島 2丁目 1-15 スナック アムール   ● 

湯の島 2丁目 2-8 food ＆ bar DOMANI   ● 

湯の島 2丁目 2-19 炭火焼 べこの助   ● 

湯の島 2丁目 2-26 (名)石川屋野田口クリーニング   

湯の島 2丁目 2-28 ㈲花の店ヒロー   

湯の島 2丁目 3-22 ホテル摩周 ● 

湯の島 2丁目 6-1 縄のれん   ● 

湯の島 2丁目 6-3 美容室 ボンネ   

湯の島 2丁目 7-1 スナック松 ● 

湯の島 2丁目 7-1 居酒屋 浪漫   ● 

湯の島 2丁目 7-1 和風スナック からまつ ● 

湯の島 2丁目 7-25 東寿司 ● 

湯の島 2丁目 7-26 カクテル＆ドリンク そろ ● 



 

 

湯の島 2丁目 7-27 Livingbar221 ● 

湯の島 2丁目 8-24 ドリンクハウス つかさ   ● 

湯の島 3丁目 2-3 ダイニング BAR ましゅうぶるー ● 

湯の島 3丁目 3-37 辻谷商店・つじや食堂 ● 

湯の島 3丁目 5-5 Home Sweet Home（道の駅） ● 

湯の島 3丁目 5-5 くりーむ童話 摩周温泉道の駅店 ● 

湯の島 3丁目 5-5 （一社）みちえき摩周直売会   

美里 1丁目 2-3 セイコーマート弟子屈美里     

美里 4丁目 7-10 ﾍﾟﾝｼｮﾝ Birao ・ ビラオの湯   ● 

美里 4丁目 9-9 ほかほか弁当・ほかほか食堂 ● 

泉 2丁目 3-5 ㈱摩周調剤薬局（調剤は不可）   

泉 2丁目 7-5 キッチン くいしんぼう   ● 

泉 3丁目 11-8 ㈲右近燃料店   

泉 4丁目 10-3 ㈱大栄電業   

泉 5丁目 4-1 ㈱弟子屈プロパン   

泉 5丁目 4-1 ㈱ホクセイ  

鈴蘭 1丁目 3-6 ツルハドラッグ弟子屈店   

鈴蘭１丁目 8-6 豚丼くまうし ● 

鈴蘭 2丁目 1-2 レストラン樹絵里 ● 

鈴蘭 3丁目 1-10 万代石油㈱ ハートフル摩周 SS   

鈴蘭 3丁目 1-7 サツドラ弟子屈店   

鈴蘭 4丁目 1-8 フクハラ摩周店   

鈴蘭 4丁目 1-8 和洋菓子舗 更科 フクハラ店   

鈴蘭 5丁目 22-5 ㈲西崎板金   

摩周 1丁目 1-1 そば処福住 弟子屈店 ● 

摩周 1丁目１-18 弟子屈ラーメン総本店 ● 

摩周 1丁目 6-1 平成自動車工業㈱   

摩周 1丁目 6-9 昇龍軒 ● 

摩周１丁目 7-6 ENEOS摩周湖 SS   

摩周 2丁目 1-10 ㈱くるま館     

摩周 2丁目 1-10 しまりす工房   

 
 

摩周 2丁目 8-6 摩周湖のあいす ● 

摩周 2丁目 8-6 セイコーマートやまな    

摩周 2丁目 9－16 ホクレン摩周セルフ SS   

摩周 3丁目 3-1 レストラン摩周 ● 



 

 

摩周 3丁目 6-1 摩周の森 ● 

桜丘 1丁目 2-12 M・A・DK タクシー   

桜丘 3丁目 3-17 黒川商店   

札
友
内
・美
留
和
・屈
斜
路
・南
弟
子
屈
地
区 

摩周湖第一展望台 摩周湖レストハウス ● 

札友内 89 カフェ・バール  COVO ● 

奥春別原野 160‐3 森のペットホテル まきば   

弟子屈原野 646‐4  ㈲渡辺体験牧場   ● 

弟子屈原野 666 奥村建設    

美留和 1-20 レイクサイドペンション ぱぴりお   

美留和 74-1 ライフショップ万代   

美留和原野 286-41 きらの宿 すばる ● 

屈斜路原野 475-56 アトレーユ ● 

屈斜路 198-28 SOMOKUYA   

屈斜路 336-1 屈斜路プリンスホテル・ﾚｽﾄﾗﾝ ルーペーニュ ● 

屈斜路 470 ガラス工房＆スイーツ cafe グランジュテ ● 

屈斜路湖畔砂湯 砂湯レストハウス レタラチップ ● 

サワンチサップ 5-7 ワッカ BBB ● 

サワンチサップ 6-8 ワッカヌプリ ● 

サワンチサップ 9 ㈲屈斜路湖荘   

屈斜路市街二条通 49-1 屈斜路湖物語 丸木舟 ● 

屈斜路市街三条通 2-3 レイクサイドリゾートペンション クッシャレラ ● 

南弟子屈 大矢石油店   

川
湯
地
区 

川湯硫黄山 硫黄山レストハウス ● 

川湯駅前 1丁目 1-14 PANAPANA     

川湯駅前１丁目 1-18 オーチャードグラス   ● 

川湯駅前 2丁目 1-2 森のホール   ● 

川湯駅前 2丁目 1-6 ㈱西澤商店   

川湯駅前 2丁目 4-6 くつざわ家電サービス     

川湯駅前 2丁目 4-6 純美容室     

川湯駅前 3丁目 2-10 ホテル パークウェイ   

川湯温泉 1丁目 2-3 お宿 欣喜湯 別邸 忍冬（SUIKAZURA）   

川湯温泉 1丁目 2-30 Darts Bar TANTO ● 

川湯温泉 1丁目 2-30 川湯観光ホテル ● 

川湯温泉 1丁目 2-30 ツーリズムてしかが   

川湯温泉 1丁目 4-8 カフェ ノーブル   ● 



 

 

川湯温泉 1丁目 4-10 味どころ 三三五五 ● 

川湯温泉 1丁目 4-12 スナック CoCo ● 

川湯温泉 1丁目 4-23 お多福食堂 ● 

川湯温泉 1丁目 5-10 お宿 欣喜湯 ● 

川湯温泉 1丁目 5-10 お宿 欣喜湯内 香雪   

川湯温泉 1丁目 5-18 炉ばた まるはち ● 

川湯温泉 1丁目 5-30 いなか家 源平 ● 

川湯温泉 1丁目 5-33 居酒屋 祭蔵   ● 

川湯温泉 1丁目 5-36 味楽寿司 ● 

川
湯
地
区 

川湯温泉 1丁目 5-46 ざっく安堵ばらん ● 

川湯温泉 1丁目 5-48 川湯温泉ゲストハウス NOMY   

川湯温泉 1丁目 5-53 だいまる洋品店   

川湯温泉 1丁目 57 セイコーマート川湯   

川湯温泉 2丁目 1-3 菓子司 風月堂 ● 

川湯温泉 2丁目 1-10 ㈲松田観光   

川湯温泉 2丁目 2-6 National Park Style cafe ● 

川湯温泉 3丁目 1-1 すずめ食堂＆バル   ● 

川湯温泉 4丁目 17-1 ホクレン川湯 SS   

川湯温泉 5丁目 2-11 フレンドリーショップ きたさん   

川湯温泉 5丁目 10-6 ㈱加藤水産   

川湯温泉 5丁目 21-10 ㈱サンエナジー摩周ロード SS   

川湯温泉 5丁目 21-27 ㈱原田自動車工業   

川湯温泉 6丁目 6-16 森の Couper（クープ）   

川湯温泉 6丁目 14-27 川湯陶房 摩周多夢窯   

跡佐登原野 65線 71-3 くりーむ童話 ● 

    

 【みんなで乗りきろう！ 弟子屈町わくわく商品券実行委員会】  

 

 


