
酒・米・食糧品小売　 （１６店） クスリ・化粧品 （８店） 給油所・燃料店 （１４店）
大谷蒲鉾店 南1東1 日下部薬局網走店 南4東1 網走アポロ石油　網走給油所 北3東1

柏原潮見店 潮見7 サツドラ網走店 つくし2 網走アポロ石油　駒場給油所 駒場南3

柏原つくしヶ丘支店 つくし4 たきた薬局 南4西1 網走アポロ石油　石油ｶﾞｽｾﾝﾀｰ 北3東1

コープあばしり店 駒場北5 つつじ薬局 つくし3 一色 北12西2

小林米穀店 南4西3 ツルハドラッグ網走北店 北4西4 エア・ウォーター網走ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 南7東6

さかなの金川 南4西1 ツルハドラッグつくしヶ丘店 つくし1 加々見商店 呼人278

シティあばしり店 駒場北6 ハッピー堂 南5西1 柏原潮見スタンド 潮見1

スーパー100 南4西3 ミヤモト化粧品店 南5西2 三光 新町2

杉村農園 平和123 新谷商店駅前給油所 新町2

肉のまるゆう 南4西2 新谷商店 北4東2

長谷川ストアー 大曲1 その他小売店等 （６店） 田中燃料店 潮見8

ファースト駒場店 駒場北3 ダイソー網走駒場ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ店 駒場北5 三島燃料店 卯原内81

ファミリーストアいけした 呼人277 髙久陶器店 南4東1 山﨑石油 藻琴210

ベーシック駒場店 駒場南8 ホーマック網走店 つくし1 リヨーユウ石油 新町1

ベーシック橋北店 北2西4 ハードオフ網走店 駒場北5

松本商店 潮見10 オフハウス網走店 駒場北5 公共交通（バス・ハイヤー） （１店）
流氷硝子館 南4東6 網走ハイヤー 新町2

衣料・呉服・各種用品 （９店） コンビニエンスストア （２２店） 福祉用具・福祉タクシー （２店）
ウメヤ 南4西2 セイコーマート網走学園通店 潮見187 Office　言の葉　合同会社 天都山12

川村呉服店 南4西1 セイコーマート網走北6条店 北6条西5 福祉タクシー　ないすらいふ 南6西3

竹内呉服店 南4東2 セイコーマート網走潮見店 潮見2

西松屋ﾁｪｰﾝ網走駒場店 駒場北5 セイコーマート網走潮見3丁目店 潮見3 自動車・自転車 （１０店）
ファッションステージニシムラ 南4東1 セイコーマート網走南2条店 南2条西4 イエローハット網走大曲店 大曲1

ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら　網走店 駒場北5 セイコーマート卯原内店 二見ヶ岡105 イエローハット網走つくしヶ丘店 つくし1

ファッションハウスヤマダ 南4東1 セイコーマートおおはし店 つくしヶ丘6 オートハウスNaps 字潮見177

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｯｼｮﾝニシカワ 南4西2 セイコーマート向陽ヶ丘店 向陽ヶ丘5 ＷＥＳＴ 桂町3

洋服の青山　網走店 駒場北6 セイコーマート駒場北店 駒場北3 オートバックス網走 つくし2

セイコーマート北浜店 北浜90 オートプランナーHAYASHI 字潮見282

セブンイレブン網走大曲店 大曲1 サンセイオート 呼人174

文具・書籍 （２店） セブンイレブン網走北6条店 北6西6 タイヤ館網走駒場店 駒場北6

ゲオ網走店 駒場南6 セブンイレブン網走駒場北店 駒場北1 マイカーランドあらい 三眺13

フジヤ書店 南4東1 セブンイレブン網走駒場南店 駒場南7 わたなべ 南6西1

セブンイレブン網走潮見店 潮見2

セブンイレブン網走潮見南通店 字潮見177

パン・菓子・ケーキ （４店） セブンイレブン網走南2条店 南2西3 時計・メガネ・貴金属 （５店）
網走スウィーツ　スポンジ屋 南4西1 セブンイレブン網走南中央通り店 南2東2 一心堂時計店 南4西2

おかし工房旭堂 潮見8 ローソン網走大曲店 大曲1 金安時計店 南4西2

千秋庵 南4西2 ローソン網走潮見店 潮見8 メガネの玉屋hug駒場店 駒場南4

髙橋菓子舗 つくし4 ローソン網走北6条店 北6西2 メガネの玉屋網走4条店 南4東2

ローソン網走駒場南店 駒場南 山川時計店 南4東2

飲食店 （１４店） クリーニング （１０店） 病院・歯科・各種ケアサービス（６店）
アルカディア 新町2 クリーンスター北6条店 北6西6

回転寿司ビックサン 潮見10 クリーンスター駒場店 駒場北5

ｸﾞﾗﾝ･ﾏﾙｼｪ　北天の丘網走店 呼人159 クリーンスター潮見店 潮見7

ｼｰﾆｯｸ･ｶﾌｪ　帽子岩 南4東6 クリーンスター東店 南7東3 網走地域訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 北4西8

食事処寿し安 南5西2 クリーンスター南4条店 南4西4 小池歯科医院 南4西3

食事の店浜長 南5西1 菅原クリーニング本店 北3東1 後藤田医院 新町1

鮨勝 南5西1 菅原クリーニング6条店 南6西1 丹羽歯科医院 南6東1

鮨ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞKIYOMASA 南3西2 北光舎（本店） 北10東1 北海道立向陽ヶ丘病院 向陽ヶ丘1

鮨ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ月 駒場北5 北光舎コープさっぽろ網走店 駒場北5 南5条ｸﾘﾆｯｸ藤田整形外科内科 南5西2

炭火ｷｯﾁﾝ　炉端のろばた 南4東6 北光舎シティあばしり店 駒場北6

つぼ八　網走 南4西2

ピザテンフォー　網走店 新町2

焼肉＆海鮮 恵美寿 南4西1 家電・家具　　 （５店） 美容室・理髪店 （１店）
焼肉三代目リキ 南5西1 こいけでんき 南4西3 ダダ・ヘアプロモーション 呼人517

タッチ1ワタナベ 南4西3

日和電機 北3東1

海産物・土産品 （４店） ベスト電器　網走店 駒場北5 娯楽・レジャー （１店）
オホロコマ 南4東6 ヤマダ電機　テックランド網走店 つくし4 マツヤ釣具 駒場北6

丸北北都中央店 南4西1

丸北北都本店 南4西3

流氷街道網走1階売店 南3東4 写真・カメラ （３店） 各種サービス （１店）
木村写真館 南6西1 ダスキン網走　 駒場北4

写真工芸社 南6東3

寝具・ギフト・花・仏具 （４店） ぷりんとしょっぷToMi 駒場南8 その他小売店 （１店）
サラダ館網走市潮見店 潮見2 蓮池金物店 南4東2

島野仏具店 南5西3

寝装かわはらだ 潮見2 ホテル・旅館 （２店） 靴・カバン （４店）
若原ふとん店 大曲1 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート 呼人159 ABCマート　網走店 駒場南7

能取の荘　かがり屋 能取60 シーガル一条 南4東2

シューズ・バック修理工房キタノ 南4西2

シュープラザ 駒場北5

 

プレミアム付商品券 取扱店舗一覧    

（令和元年１０月１日現在 登録受付分）   １５５店舗 
 【※各業種ごとの掲載順序は五十音順です】 

※医療保険・介護保険等の適用となる 

 自己負担分も、対象となります。 


