（裏面あり）
※取扱店舗は随時追加・削除される場合がございます。（令和２年９月１４日現在） ２９７店舗
名寄地区

【あ行】

㈱アイ・ジー西4条給油所（スタンド：西4南10）

青野海産物販売店（海産物：西2南6）
㈲アクシス（コンピューター：西3南5）
朝日新聞名寄専売所（新聞：大通南4）
朝日ボウル（ボウリング：西2南4）
㈱あっくす。（建築：東3南6）
㈲アフター名寄支店（食料品：西2南6）
㈲荒木生花店（生花：西2南5）
イオン名寄店ショッピングセンター（食料品：徳田）

名寄地区 【さ行】
西條 名寄店（百貨店：西4南8）
㈱坂下組（建設：西1南9）
坂本電器（家電：西4北2）
札幌海鮮丸名寄店（宅配寿司：西9北5）
澤田テレビ商会（家電、住宅設備：西4南4）
㈲システムマシンよしおか（事務用品：西4南2）

㈱柴田時計眼鏡店（時計・眼鏡：西2南7）

㈱清水金物店（金物：大通南6）
下国精肉店（精肉：西5南8）
ジャノメミシン名寄店（ミシン：大通南6）
正一肉店（精肉：西2南6）
スキル㈱ホワイト急便

名寄地区

【は行】

㈲パートナーショップ兼安（金物：西8南1）
手作りパン工房 ハートフル・みらい（パン：西1南7）

ハクサン電器（家電：西1南6）
はせがわはなや、お仏壇のはせがわ
（葬祭具：西2南6）
畑中タイヤ工業所（タイヤ：西5北1）
花の店 花秀（生花：西2南7）
早川時計眼鏡店（時計・眼鏡：大通南8）
ビューティーボディ名寄（エステ：西2南7）

五十嵐運輸㈱（運送：徳田）
㈲池田薬局（薬：西1南5）
井上ふとん店(布団：西4南4）
㈲いまだ産業（燃料：西6南1）
㈱いろは肉店（精肉：西4南5）
㈲上野鶏卵商会（鶏卵：西2南10）

鈴木写真館（写真：西4南6）

フラワーショップくろだ（生花：西4南8西條内）

セイコーマート市立大学店（コンビニ：西4北8）

エーランドホールはせがわ（葬祭：西6南7）

セイコーマート名寄大通店（コンビニ：大通北5）

オートバックス・名寄（車：徳田）
おいしっく（農産物直売：大通南6）
大沼左官工業㈱（左官：東4南9）
㈲オカベ電器（家電：西3南7）
おとめや（手芸：西2南6）
名寄地区 【か行】
㈲カーショップ大雪（車：大通南1）

セイコーマート西10条店（コンビニ：西10北4）

ふれんどりーフタバ（玩具：大通南8）
ヘアーサロンかつみ（理容：西8南2）
ヘアーサロンサクラダ（理容：西4北2）
ベストホーム名寄店（食料品：徳田）

カービューティープロOKAZAKI（車：西2南7）

家具、インテリア サバト(西3南6)
カメラの写楽（写真：西1南5）
カラオケつぼっち名寄店（カラオケ：西4南7）

川瀨鍼灸整骨院（鍼灸整骨：西6南9）
ｶﾝﾄﾘｰｷｯﾁﾝ四季菜（自然食品：西2南6）

㈱木賀商店（酒・スタンド：西4南4）
㈲きくちでんき(家電：西1南3）
北の交響菓 喜信堂（菓子：西2南6）
北の交響菓 喜信堂リンゼイ通店
（菓子：西10南2）
吉川印刷㈱（印刷：西1南6）
木村時計眼鏡店（時計・眼鏡：西1南6）
Qマート 名寄駅前店（食料品：東1南8）

靴スポーツのすま（スポーツ：西1南6）
grass グラス（美容：西4南8）
GRACECUISINE （ｸﾞﾚｲｽｷｭｲｼﾞｰﾇ）
（料理・弁当：西10南3）
㈲クロスオート（自動車整備：徳田）
ケーズデンキ名寄店（家電：豊栄）
ゲオ名寄店ブックスレインボー
（本・レンタル：西4北1）
化粧品＆毛糸 おがわ
（化粧品、毛糸：西4南5）
コスメさとう（化粧品：西3南6）
コスメティック Nana（化粧品：西3南6）
こにし（化粧品：西4南6）
㈲コピーセンターグローバル
（事務用品：西4南5）

（コインランドリー：西6南10）

セブンイレブン名寄大橋店（コンビニ：西8北5）

Farmers Café 花琳（菓子：砺波）
藤田産業㈱（燃料：西5南7）
なよろ菓子工房ブラジル（菓子：西1南6）

ファッションプラザ山田（衣料：西3南5）

セブンイレブン名寄中央店（コンビニ：西4南4）

DCMホーマック名寄店（日用雑貨：徳田）

セブンイレブン名寄西1条店（コンビニ：西1南6）

北昭産業㈱燃料営業部（スタンド：西4南3）

㈲千虎（菓子：西6南7）
名寄地区 【た行】
太閤ショップ西條店（菓子：西4南８）
Dzmart名寄店（食料品：徳田）

北昭産業㈱ハウス35店（金物：西3南5）

ダイソー西條名寄店（日用雑貨：西3南6）

タエコ美容室（美容：西1南8）
ダスキン名寄支店（レンタル：東1南1）
チーズ工房マヤッカ（食品：西1南6）
厨屋 HAMAKO（惣菜：西3南1)
辻薬局（薬：大通南6）
TSUTAYA名寄店（本・レンタル：西4南10）
クスリのツルハ名寄店（薬：西4南8西條内）

ツルハドラッグ名寄徳田店（薬：徳田）
ツルハドラッグ名寄西4条店（薬：西4南6）

戸井商店（食料品：西4南6）
道北エア・ウォーター㈱
名寄サービスセンター(器具：徳田)

㈲菓子司 東陽軒（菓子：西6南9）
東洋電化センター（家電：西6南4）
ドミール・ヘア（美容：西1南5）
㈲富永石油商事（スタンド：徳田）
名寄地区 【な行】
㈲永田商会（内装・サッシ：西9北3）
㈲長久花店（生花：西1南6）
名寄アポロ石油㈱（スタンド：西4北1）
なよろ温泉サンピラー（温泉：日進）
NAYORO GIFT SHOP Clim(よろーなshop)

（特産品：東1南7よろーな内）
ナヨロ キャンプ(ミリタリーショップ：西2南6)

北昭産業㈱大通店（金物：大通南3）
㈱ホクタン名寄支店（燃料：大通南1）
協業組合北部ガスセンター名寄営業所
（燃料：西1南12)

㈱北方印刷所(印刷：大通南5）
有限会社ホンダ名寄販売（車：西4南1）

名寄地区

【ま行】

お弁当専門店 まごべん（弁当：大通南9）

マックスバリュ名寄店（食料品：徳田）
㈱松前（茶・陶器：西4南6）
㈱真鍋組（砂利採取：徳田）
丸丁佐藤商店（食料品：西4南5）
㈲丸萬（贈答用品：大通北2）
㊂三浦商店（惣菜：西2南6）
三浦自動車㈲（車：西5南11）
㈱三浦ハイヤー（交通：西4南5）
ミスタータイヤマン名寄店（タイヤ：徳田）

みどり美容室（美容：西4南8）
呉服の緑や（衣料：西3南6）
レディースミドリヤ（衣料：西3南6）
ミヤザキスポーツ（スポーツ：大通南6）
村瀬印舗（印鑑：西2南7）
村山米穀店（米穀：東2南3）
㈱名文堂（事務用品：西2南7）
メガネショップフォーカス（眼鏡：大通南8）

㈱森実商店（事務用品：西3南5）
名寄地区 【や行】
㈱ヤクルト北北海道 名寄センター（飲料：西5南5）

名寄白樺カントリークラブ（ゴルフ：日彰）

やました電器（家電：大通北4）

名寄ハイヤー（交通：西4北3）
名寄北炭㈱（燃料：大通南5）
西川仕出し店（仕出し：西2南6）

㈱ヤマダ電機テックランド名寄店（家電：徳田）

やわらぎ斎場 名寄（葬祭：徳田）
YOU SHOP 木下（バイク：大通南4）
洋服の青山 名寄店（衣料：西6南9）

名寄地区 【ら行】
Pâtisserie La chou chou
（ラ シュ シュ）（菓子：徳田）

幸せ運ぶ小さなお菓子屋さんLAPIN
（菓子：東1北5）
ラルズマート名寄店（食料品：西5北2）
リースキン道北（レンタル：東4北1）
リカーショップ酒蔵（酒：西2南5）
リボン美容室（美容：西2南4）
LAWSON名寄大通南店（コンビニ：大通南5）
LAWSON名寄大通南2店 （コンビニ：大通南2）
LAWSON名寄昭和通店 （コンビニ：西10南6）

LAWSON名寄市立病院店（コンビニ：西7南8）

名寄地区 【飲食店】50音順
AOZORA料理店（大通北3）
味処 一なり（大通北5）
味処 鳥長（西2南6）
味の時計台 名寄店（徳田）
居酒屋 一きゅう（西4南4）
居酒屋 天馬（西4南5）
居酒屋 八竹（西2南5）
居酒屋 ぼろ（西2南5）
居酒屋 炉ばた（西1南8）
居食処 弥生（西3南6）
イタリアントマトカフェJrイオン名寄店
（徳田イオンSC内）

いなか家（西2南7）
うなぎ天ぷら よしなり(西1南6)
ENERGIE（エナジー）（西4南5）
小花傍(西7南8)
オーセンティックバー DIXIE(西4南5)
廻転すし きらら（西4北2）
カフェ＆バル GARDEN(西3南6)
カフェ食堂 いちかつ(大通北2)
亀きん食堂(大通北7)
カルビ大将名寄店(西4南5)
カントリーマム（西13南5）
喫茶たんぽぽ（西4南6）
喫茶ドミール302（西3南2）
喫茶 陽だまり（大通南2）
KING BEAR（西3南7）
GRIMM (グリム)（西4南5）
最強スープカリー ブッダ（西3南8）
サンディーヌ(西3南5)
Ciel(シエル)（西4南4）
旬菜いし田（西2南8）
笑楽厨房 なごみ庭（西4南4）
食酒家 三なす（西2南5）
Shop's Garden 千花（日進）
白木屋名寄店（西4南2）
仁兵衛（西9北1）
スナック アクア(西4南5)
スナック アンブレラ（西2南7）
スナック L＆P（西4南5）
スナック きづき（西3南5）
スナック 圭（西3南5）
スナック SAYA（西4南4）
すなっく さなえ（西3南6）
スナック シークレット（西4南5）

飲食店のつづき
スナック シュガー（西4南5）
スナック どりーむ(西3南5)
スナック 友子（西2南7）
すなっく 和み（西3南5）
スナック 生仕多（西2南7）
スナック ニブリック（西4南6）
スナック ニューアラスカ(西3南5)
スナック 乃村（西4南5）
スナック は～ふ（西4南5）
スナック 英（西3南5）
スナック ふれあい（西5南5）
スナック プレジャー（西3南6）
スナック もんぷち（西2南7）
snack Luce（ルーチェ）
炭火居酒屋 墨（西3南6）
西洋居酒屋 びすとろ（西4南4）
創作キッチンたまさぶろう（砺波）
大衆食堂 ひぐま（西4南11）
大衆焼鳥 鳥晃（西4南6）
Dining Bar R's（西3南5）
つぼ八名寄店（西4南7）
手打ちそば 三福（西4南5）
鳥まる（西2南8）
七重すし（西5南5）
なよろ焼肉 絆（東5北8）
Bar Eazy（西4南5）
パブスナック OK（西4南5）
パブスナック ジャンボＸ（西4南5）
パブスナック ペンギン村（西3南5）
パブスナック まるやま（西4南4）
パブ バレンティノ（西4南5）
ヒビンカ（西5南4 ホテル藤花内）
風土ダイニング 灯楼（西2南5）
４season（西4南5）
福鶴亭（西5南4 ホテル藤花内）
紅花会館（西4南4）
北緯45°（西4南5）
ホルモン煙（西4南5）
macori (マコリ)（西1南3）
満腹居酒屋 くま（西2南3）
三星食堂（大通南6）
めん処 花いち（西2南7）
モスバーガー名寄店（徳田）
モルトリップ（西4南5）
焼鳥居酒屋 まいど（西2南4）
焼肉 牛若丸 本店（西2南4）
焼肉亭（西2南8）
焼肉と冷麺の店 トトリ（西4南4）
焼き肉の店 サブちゃん（大通南8）
焼肉料理 香奈美（西4南5）
やきとり玉ちゃん（西3南5）
米久イオン名寄店（徳田イオンSC内）
ら～めん くましろう（西4南5）
ラーメンさんぱち名寄店（徳田）
ラウンジ なな（西4南5）
ラウンジ (京)みやび（西2南8）
LIBERTY（西4南5）
和きたほる（西4南6）

風連地区 【50音順】
居酒屋 酔心（飲食：仲町）
居酒屋 天加津（飲食：仲町）
居酒屋 はし（飲食：本町）
伊豆倉写真店（写真：大町）
今藤浅太郎商店（米穀：大町）
㈱小田桐商店（燃料：南町）
cafe風夢（飲食・パン：本町）
㈲川原観光（交通：北栄町）
Qマート風連店（食料品：本町）
㈱桑原農機商会（農機具修理：北栄町）
㈱近藤組名寄支店（土木・建築：北栄町）

サロン陽だまり（飲食：本町）
島ちゃん（飲食：仲町）
スナック友（飲食：本町）
スナック奈保理（飲食：仲町）
スナックにれ（飲食：本町）
すなっく雅（飲食：南町）
セイコーマート風連店（コンビニ：大町）
セブンイレブン上川風連店（コンビニ：本町）

㈲丸市髙橋商店（事務用品：仲町）
谷精米所（米穀：大町）
㈱道新こうの（新聞：仲町）
㈱とみなが（建築：豊里）
中舘建設㈱（建設：大町）
新井田商店（小売：瑞生）
野村米穀店（クリーニング：本町）
ファッションハウスたかぎ（衣料：本町）
風連正麺 本店（飲食：東風連）
ふうれん特産館名寄店
（イオンSC店内）（小売：西町）

㈲風連モータース（車：南町）
㈲ふじいタイヤ（タイヤ：大町）
協業組合北部ガスセンター風連営業所
（燃料：本町）

ホクリンアルミ（アルミ建具：旭）
松川美容室（美容：仲町）
松葉屋食堂（飲食：仲町）
まつや（小売：仲町）
㈲三喜屋洋品店（衣料：本町）
道の駅 もち米の里☆なよろ（小売：西町）

美音福（飲食：南町）
㈲山崎石油店（燃料：南町）
北の味処 炉ばた（飲食：南町）

【お問い合わせ】 名寄商工会議所（名寄市東1南7駅前交流プラザよろーな内（TEL）01654-3-3155）
風 連 商 工 会（名寄市風連町本町ふうれん地域交流センター内（TEL）01655-3-2077）

