2021年度 日専連釧路 飲食店応援！最大10％割引キャンペーン
釧路地区
まつりや 新橋店
まつりや 春採店
まつりや 木場店
なごやか亭 春採店
なごやか亭 昭和店
なごやか亭 新川店
なごやか亭 運動公園通店
焼肉菜包 朴然
焼肉菜包朴然 昭和店
朴然 運動公園通店
かつ善 新川店
くしろ 駒形家
炉ばた居酒屋 はたご家
炭焼炉端 ちくぜん
くし炉 あぶり家
酪農家バル ＲＯＬＬ ＢＡＬＥ
北菜亭 釧路愛国店
炉ばた 八
やん衆居酒屋釧路食堂 本店

新橋大通１－１－１９

0154-21-6777

春採１－１３－１３６

0154-42-0175

釧路郡木場２－１－１１

0154-38-3393

春採７－１－１０

0154-46-2233

昭和中央４－１－７

0154-55-7581

新川町１５－１８

0154-24-2033

釧路郡桂木３－７－３

0154-37-0880

春採７－１－１５

0154-47-2989

昭和中央４－１－７

0154-55-2989

釧路郡桂木６－２－１

0154-38-2929

新川町１５－１３

0154-23-1213

栄町６－２

0154-24-4658

栄町４－２

0154-22-1717

栄町５－２

0154-31-0301

末広町５－６－１

0154-22-7777

末広町５－５ 末広ビル１Ｆ

0154-65-6262

愛国東４－２－１

0154-64-7333

栄町４－２

0154-64-1086

末広町１２－２ 駅前ホテルパルーデ釧路１Ｆ

0154-64-5016

やん衆居酒屋釧路食堂 芦野店

愛国東４－３７－３０

0154-65-9273

やん衆居酒屋釧路食堂 末広店
海山ぶつ居酒屋ふく亭
釧路ふく亭 櫂梯楼 釧路芦野店
串石～ＳＥＮＧＯＫＵ～
炭火串焼き・石焼き 串石昭和店
ＮＩＫＵ１８
二代目 晴れる家
ビリケン
八千代本店
ピットイン
竹老園東家総本店
びっくりドンキー 芦野店
びっくりドンキー 十條店
くい工房 友友
鳥せい愛国店

末広町５－７ ナカタビル １Ｆ・２Ｆ

0154-65-9469

栄町４－２

0154-24-8744

芦野１－２－８

0154-65-1185

末広町２－２２－１ ＬＳビル１Ｆ

0154-22-9414

昭和中央４－２－１４

0154-51-9414

末広町３－２－１ パステルパーク１Ｆ

0154-23-2918

末広町２－２２－１ ＬＳビルＢ１Ｆ

0154-22-1155

末広町２－２２－１ ＬＳビル４Ｆ

0154-24-0111

末広町３－５

0154-22-0218

新橋大通６－１－１５ リーフタウン新橋２Ｆ

0154-21-6441

柏木町３－１９

0154-41-6291

芦野１－１－１

0154-37-8810

鳥取大通２－６－１

0154-51-8123

愛国東１－３６－３

0154-37-4141

愛国東２－１１－１７

0154-36-8989

鮨処 五衛門
炉ばた ひょうたん
鮨の錦
炉ばた 千恵
和彩処 あさの
焼肉 大野屋
炉ばた くまの家
飲み処 やす
居酒屋 ちゃりんこ
鮨処 三井
牡蠣居酒屋 参久
炭火焼 きら
魚介とワイン Ｋ
鴨とり権兵衛
居酒屋 達
ノーザンレストランｐｏｒｋｅｒ
やきとりの某亭
Ｑ家
ろばた えにし
天ぷら料理 さくら
ＲＥＳＴ ＢＡＲ大航海
焼肉つるみ
炉ばた かじか
ＢＡＲ Ｐｅｌｏ Ｒｉｚａｄｏ
モルホン道場 おしゃま
ダイニングレストラン はまぐり
ＣＡＦＥ ＬＩＢＲＥ
居酒屋 秋吉
喰い呑み処 なずな
溶岩焼 こじゃれ
トラットリア バンビーノ
岸壁炉ばた
スモークハウス
花ばんや
港の屋台 めしどき

愛国東２－１５－１６ アイランドビル１Ｆ

0154-36-1828

愛国東２－１５－１６ アイランドビル２Ｆ

0154-36-8143

愛国東２－１６－１８

0154-38-2223

愛国東２－４５－７

0154-36-1110

愛国東４－１２－７

0154-65-6056

浦見３－４－１６

0154-41-8368

栄町２－１－１

0154-64-6098

栄町２－１－１

0154-22-7878

栄町３－１

0154-24-9350

栄町３－１

0154-24-3456

栄町３－１ スペースＫ－１ １Ｆ

0154-24-2939

栄町３－１ 六本木センター１Ｆ

0154-23-9523

栄町３－１－６ ミヤシタビル１Ｆ

0154-24-7337

栄町３－２

0154-25-5016

栄町３－２

0154-25-0210

栄町３－２

0154-25-1010

栄町３－２ 栄楽街Ａ

0154-24-5514

栄町３－２－１

0154-24-2223

栄町３－２－１ 栄町プラザ １Ｆ

0154-31-2231

栄町３－２－１２

0154-31-1177

栄町４－１

0154-25-5551

栄町４－２

0154-22-6695

栄町４－２

0154-22-2526

栄町４－２

0154-23-5657

栄町４－２－１

0154-35-9253

栄町４－３ 灘万ビル１Ｆ

0154-22-3550

栄町４－１３ 民謡センター１Ｆ

0154-64-1072

栄町５－２

0154-22-1221

栄町５－２

0154-31-0727

栄町５－２

0154-68-5886

栄町８－２３

0154-32-7777

錦町２－４

0154-25-6817

錦町２－４

0154-23-0361

錦町２－４ ＭＯＯ２Ｆ

0154-23-5251

錦町２－４ ＭＯＯ２Ｆ 港の屋台

090-9434-3460

釧路地区
釧路霧のビール園
炉ばた 煉瓦
四季の味わい 醍醐
Ｉｒｉｓｈｐｕｂ Ｃｏｙ
オルディネール
石臼そばと肴だいこう
そば・食事処 露風庵
展望レストラン ワンピース
レストラン ＣＬＯＶＥＲ
居酒屋大ちゃん本家
焼肉 大鵬
炭焼鮮家 たま鳥
居酒屋 酒仙
レストランサンクス・ア・ロット
居酒屋 遊心 新栄店
Ｔｈｅ Ｌｕｃｋｙ Ｂｏｏｔｓ
もつのだるま
レストラン トキワ
Ｂａｒ ｄｅ ｌａ Ｅｍｉ
レストラン 八白
食事の店 星が浦日の出
天ぷら 彩
鉄板ＯＮＯ寺
信田流
釧路センチュリーキャッスルＨ
トラツトリア トッツオ
居酒屋 釧之助
居酒屋 かくれんぼ
銀龍
居酒屋 遊心
鳥取厨房 蒼ぞら
和食・拉麺 北斗
レストラン たんちょう
カフェ くるみ
ハッピーパーティー 釧路美原店
中国料理 桃李坊
カフェレストラン ポン・ヌフ
東家文苑店

錦町２－４ ＭＯＯ３Ｆ

0154-23-5251

錦町３－５－３

0154-32-3233

錦町５－３ 三ッ輪ビル 地階

0154-22-4466

黒金町７－１

0154-68-5766

黒金町７－２－２

0154-31-3622

黒金町１３－１

0154-23-2882

黒金町１３－２５ 和商市場内

0154-22-2662

材木町２１－７８

0154-43-2888

白樺台３-４-７

0154-91-2888

若松町１－３１

0154-25-7725

寿３－４－８

0154-24-9156

住之江町１２－３５

0154-32-3818

昭和中央３－１－１０

0154-52-2155

昭和中央４－９－１

0154-53-4640

新栄町２０－９

0154-21-8888

新栄町２２－２０

0154-22-2428

新川町１３－８

0154-31-1288

新富町９－９

0154-22-5311

星が浦大通１－３－２８

0154-35-1590

星が浦大通１－４

0154-52-1713

星が浦大通１－９－７

0154-51-3030

川上町４－２－１ ロイヤルシティーコート１－Ｄ

0154-24-3151

川上町４－２－１ ロイヤルシティコート

0154-25-2313

川上町４－２－１ ロイヤルシティコート１Ｆ

0154-64-6645

大川町２－５

0154-43-2111

中園町１２－８

0154-25-3521

鳥取大通５－１１－１

0154-65-8118

鳥取大通７－２－７５

0154-55-5486

鳥取大通８－７－１２

0154-51-8480

鳥取北４－２２－５

0154-52-7780

鳥取北４－６－９ サンクレインⅡ１０１

0154-51-3388

鶴丘２ たんちょう釧路空港ターミナルビル３Ｆ

0154-57-6780

鶴丘２ 釧路空港ビル

0154-57-8432

南大通４－２－４

0154-64-9696

美原４－１－３１

0154-64-6262

富士見１－８－１６

0154-65-9935

文苑１－２４－３

0154-38-0070

文苑２－１５－１４

0154-38-5878

ちく半
ソウルフリー
海鮮酒場 まるとも水産
お食事と居酒屋 酒楽
炉ばた いの一番
湿原展望台レストハウス 憩っと
炉ばた もりや
料理空間 たなか
港釧路の炉端焼き 虎や
居酒屋 あけぼの
Ｉｏｍａｎｔｅ
炉ばた 鱗
喰楽部 じゃんぼ
炭火焼 こだま
ガストロパブ プルト
美味し屋 華蔵
酒肴 瓢
ベル＆リキ
炉ばた 巽
くし炉 番小屋
ビストロ Ｊ ＢＡＲ しゅんや
三代目ホルモンとんちゃん
さがみ家
酒楼 玉響
ビッグエコーオリエンタルプラザ
ホットソース
日本料理 和庵
焼肉居酒家 ぎゅう太
居酒屋 こうぞう
すし処 瀧
パークカフェ ロ・バザール
寿し雅
松尾ジンギスカン 支店
スナック Ｍｅｒ．
スナック 呑気
ミユ－ジツクパブ フレンド
Ｐｕｒｅ ５４
順

北大通３－７ まつむらビル 地階

0154-25-5151

北大通５－４ まちなか横丁１Ｆ

0154-22-7881

北大通７－２－２－４－２Ｆ

0154-23-2188

北大通１２－１－１０

0154-22-4083

北大通１２－２－２

0154-25-1331

北斗６－１１

0154-56-2424

末広町２ ホテルパコ１Ｆ

0154-32-0012

末広町２－３ 第１５エーワンビルプレミアム２Ｆ

0154-31-3773

末広町２－９－１ ライオンビル釧路館１Ｆ

0154-25-0511

末広町２－１２－１ １Ｆ

0154-65-5114

末広町２－２３ １Ｆ

0154-65-1802

末広町２－２４

0154-22-4001

末広町２－２５ アークビル１Ｆ

0154-25-9777

末広町２－２６

0154-25-2989

末広町３－１－１ パステルパーク１Ｆ

0154-64-6290

末広町３－４－２ 第１３エーワンビル１Ｆ

0154-65-8790

末広町３－５

0154-23-6104

末広町３－５ 八千代ビル４Ｆ

0154-24-2234

末広町４－９ フジビル地下

0154-22-6244

末広町４－９ フジビル１Ｆ

0154-25-0033

末広町４－９－４ フジビル地下街プロムナード

0154-68-4805

末広町５－５ 末広ビル１Ｆ

0154-25-5555

末広町５－７

0154-31-1129

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-8280

末広町５－１３ オリエンタルプラザ地階

0154-23-5489

末広町７－２

0154-68-5933

浪花町１２－２－９

0154-65-7896

釧路郡桂木３－１－１

0154-39-2911

釧路郡光和７－１ 拓振マンション１Ｆ

0154-38-4050

釧路郡新開２－２６

0154-37-2588

釧路郡別保原野南２４線７８－６

0154-62-3001

釧路郡豊美２－１０－１２

0154-37-2319

釧路郡木場１－８－２

0154-37-0939

愛国西１－１１－６ ジャマイカタウン２Ｆ

0154-38-0577

愛国東１－１４－８

0154-38-6797

愛国東１－３６－３

0154-37-4131

愛国東２－１５－１ 愛国ビル ２Ｆ

0154-38-1339

栄町２ すみ友館 ４Ｆ

0154-24-7557

釧路地区
ウエストポート
マイウェイ
スナックＳａｋｉ
Ｂａｒ ＥＬＦｏｏ１
ピュア
ｋｉｓａｋｉ－妃－
ＳＧＲＡＹＳ
スナック あうん
華鈴
芽森ＹＯＵ
ナイトイン 彩
アムール
ｌｏｔｕｓ
Ｍｏｎ Ｒｅｖｅ
マリー
ジョニー・Ｂ
スナック ドリーミー
ｅｓ
Ｎｉｇｈｔ ｉｎ ＣＡＬＬ

栄町２－６ ジョイプラザビル２Ｆ

0154-22-5448

栄町２－６－７ すみ友館３Ｆ

0154-25-5355

栄町２－６－７ すみ友館４Ｆ

0154-31-5553

栄町２－６－７ すみ友館４Ｆ

080-8297-8600

栄町２－６－７ すみ友館５Ｆ

0154-24-4747

栄町２－６－７ すみ友館６Ｆ

0154-24-2400

栄町２－６－９

0154-65-9566

栄町２－６－９ ジョイプラザ１Ｆ

0154-31-8665

栄町２－１５ サンプラザビル３Ｆ

0154-23-2011

栄町２－１５ サンプラザビル４Ｆ

0154-22-3505

栄町３－１ スエヒロエイトビル１Ｆ

0154-31-5677

栄町３－１ スエヒロエイトビル２Ｆ

0154-22-2222

栄町３－１ スエヒロエイトビル２Ｆ

0154-21-3209

栄町３－１ スエヒロエイトビル２Ｆ

0154-31-5077

栄町３－１ スエヒロエイトビル３Ｆ

0154-31-1710

栄町３－１ スエヒロエイトビル４Ｆ

0154-65-7219

栄町３－１ スエヒロエイトビル４Ｆ

0154-65-9320

栄町３－１ スエヒロエイトビル５Ｆ

0154-24-6555

栄町３－１ ミヤシタビル２Ｆ

0154-25-9028

ナイトイン アン・ドゥ

栄町３－１ ミヤシタビル３Ｆ

0154-31-1011

クレア
ユニティー
スナック シンフオニー
Ｊｅ Ｌａｎｃｅ
ＡＵＢＥ
スナック パスワード
レストフルラウンジ シャガール
スナック キルケ
ないといん庫
ＭＵＳＥＬＬＥ
スナック アンカー
Ｕｔａｔａ
アクア
ＬＩＢＥＲＴＥ
ＬＵＣＥＮＴ
スナック シルクロード
ハイドアウト
パブスナック エンドレス

栄町３－１ ミヤシタビル６Ｆ

0154-25-1770

栄町３－２

0154-23-2866

栄町３－２

0154-24-3889

栄町３－１０ 栄町ベイサイドビルＢ１Ｆ

0154-68-5772

栄町４－１

0154-23-6776

栄町４－１

0154-22-2332

栄町４－１ 栄ヨンプラビル ２Ｆ

0154-23-0743

栄町４－２ 末広興産ビル １Ｆ

0154-24-7132

栄町４－３ 灘万ビル１Ｆ

0154-23-5030

栄町４－３ 灘万ビル１Ｆ

0154-25-7744

栄町４－３ 灘万ビル２Ｆ

0154-22-3548

栄町４－３ 灘万ビル２Ｆ

0154-23-8388

栄町４－３ 灘万ビル３Ｆ

0154-24-2322

栄町４－３ 灘万ビル３Ｆ

0154-23-0001

栄町４－３ 灘万ビル４Ｆ

0154-23-4567

栄町４－３ 灘万ビル５Ｆ

0154-24-6043

川上町４－２

0154-22-6877

鳥取大通７ 夜来人銀座

0154-55-6780

Ｔｏｙ Ｐａｎｃｈｏｓ
ＢＡＲ ＢＡＣＣＨＵＳ
ｍｅｎ’ｓ ｂａｒ 零
スナック あけぼの
ＢＡＲ 馬蹄
ル－バランサ－
ラシェリール
ＢＡＲ シーマーケット
Ｌｏｕｎｇｅ Ｒｕｂｙ
羅芯
Ｂａｒ そら
ＢＡＲ 佐久間
Ａｍｉ
ナイトインジェイ
女来里愛
ラウンジ Ａｒｏｍａ
ラウンジＳＡＫＵＲＡ桜
ニュ－マスカット
カクテルスナック 笑の館
ＳＮＡＣＫ マリン
雅
バー シャーロット
スナック＆バー Ｒｉｂｂｏｎ
スナック フィール
Ａｓｈｅｌｙ
和千
スナック リップ・スティック
スナック 来夢
和 ～ＮＡＧＯＭＩ～
ナイトイン ゆず
スナック アンナ
ｃａｂｏｕｌｏｔ 三愛
スナック メルヘン
レビウス
シャン・ド－ル
ナイトイン フラン
Ｓｔｅｌｌａ・Ｍｏｎｔｅ
ジェイド

北大通５－４ 東梅ビル２Ｆ

0154-65-8838

末広町２－９－１ ライオンビル釧路館２Ｆ

0154-23-2777

末広町２－９－１ ライオンビル釧路館５Ｆ

0154-21-3654

末広町２－１２－１ ２Ｆ

0154-22-3340

末広町２－２５

0154-24-0230

末広町２－２６

0154-24-2380

末広町２－２６ 末広館Ｂ１Ｆ

0154-22-7110

末広町２－２６ 末広館ビル１Ｆ

0154-23-6401

末広町３－１－２ アトレビル２Ｆ

0154-31-0005

末広町３－１－２ アトレビル３Ｆ

0154-65-5551

末広町３－３ ヒルズアルカディアビル１Ｆ

0154-64-6610

末広町３－３ ヒルズアルカディアビル３Ｆ

0154-65-1977

末広町３－３ ヒルズアルカディアビル５Ｆ

0154-65-8177

末広町３－３ 依田ビル ４Ｆ

0154-25-2545

末広町３－５ 笛園ビル７Ｆ

0154-25-2048

末広町３－５ 八千代ビル４Ｆ

0154-24-6640

末広町３－５ 八千代ビル４Ｆ

0154-23-2030

末広町３－５ 八千代ビル５Ｆ

0154-25-5741

末広町３－７

0154-25-3050

末広町３－７ 末広銀座１Ｆ

0154-25-8030

末広町３－７ 末広銀座１Ｆ

0154-25-4377

末広町３－７ 末広銀座２Ｆ

0154-31-1551

末広町３－８ 末広クリスタルビル５０３

0154-64-7101

末広町３－８－１ クリスタルビル３Ｆ

0154-32-2292

末広町３－８－１ クリスタルビル４Ｆ

0154-65-1107

末広町３－８－１ クリスタルビル４Ｆ

0154-21-7777

末広町３－８－１ クリスタルビル５Ｆ

0154-31-2480

末広町３－８－１ クリスタルビル６Ｆ

0154-23-7242

末広町３－１０ ３丁目ビル１Ｆ

0154-64-5182

末広町３－１０ ３丁目ビル１Ｆ

0154-22-8828

末広町３－１０ ３丁目ビル２Ｆ

0154-24-8322

末広町３－１０ ３丁目ビル２Ｆ

0154-23-1188

末広町３－１０ ３丁目ビル２Ｆ

0154-22-6050

末広町３－１０ ３丁目ビル２Ｆ

0154-68-5287

末広町３－１０ ３丁目ビル３Ｆ

0154-25-3020

末広町３－１０ ３丁目ビル４Ｆ

0154-23-3232

末広町３－１０ ３丁目ビル４Ｆ

0154-25-7250

末広町３－１０ ３丁目ビル６Ｆ

0154-21-5525

釧路地区
スナック リバティ
サロン カビーネ
ラウンジ・エテルナ
マハロ
ライズ
シャングッテ
ラウンジ Ｌｕｎｏｎ
ＦＡＳＴＩ
夢一輪
スナック わだい
フォルトゥーナ
ｓｅｒｅｎａ
ＨＩＧＨ＆ＬＯＷ
スナック シェリ
スナック オセロ
Ｍｏｎａ
絆 リアン
レディースバー テオス
ナイトイン ブラッサム
スナック 紫苑
酔い音屋 ねずみ
ｐｏｕｒ ｍｏｎ ｃｈｅｒ
ラウンジ 操
ナイトイン 稀々
ＢＵＲＳＴ
陽だまり
ＫＯＫＯＲＯ
カリブの海賊
Ｓｅｒａ’ｓ
ニュースタイリスト
たむら
スナック ＭａＬＭａＬ
ラウンジ ＲＥＲＡ
ルナ トゥルース
ブレス
Ｂｉｓｔｒｏ ＧＥＡＲ
紅衣
ラプンツェル

末広町３－１０ ３丁目ビル６Ｆ

0154-25-6260

末広町３－１０ ３丁目ビルＢ１Ｆ

0154-31-5957

末広町４－８ セントラルビル３Ｆ

0154-25-8200

末広町４－８ セントラルビル３Ｆ

0154-22-5150

末広町４－８ セントラルビル４Ｆ

0154-25-7784

末広町４－８ セントラルビル５Ｆ

0154-24-7223

末広町４－８ セントラルビル５Ｆ

0154-65-6887

末広町４－８ セントラルビル６Ｆ

0154-25-3030

末広町４－９

0154-24-9912

末広町４－９ スエヒロセンター２Ｆ

080-4508-5818

末広町４－９ フジビル１Ｆ

0154-64-1989

末広町４－９ フジビル２Ｆ

0154-22-3344

末広町４－９ フジビル２Ｆ

0154-31-5544

末広町４－９ フジビル３Ｆ

0154-25-8338

末広町４－９ フジビル３Ｆ

0154-25-2344

末広町４－９ フジビル３Ｆ

0154-68-5085

末広町４－９ フジビル３Ｆ

0154-65-6278

末広町４－９ フジビル３Ｆ

0154-65-7716

末広町４－９ フジビル４Ｆ

0154-24-7086

末広町４－９ フジビル５Ｆ

0154-22-9876

末広町４－９ フジビル５Ｆ

0154-22-7181

末広町４－９ フジビル５Ｆ

0154-22-9191

末広町４－９ フジビル６Ｆ

0154-65-1713

末広町４－９ フジビル７Ｆ

0154-24-4888

末広町４－９－３ スエヒロセンタービル２Ｆ

0154-31-1688

末広町４－９－４ フジビル地下１Ｆ

0154-31-3955

末広町４－８－１ セントラルビル６階

0154-65-5544

末広町５－５ 末広ビル２Ｆ

0154-25-5432

末広町５－５ 末広ビル４Ｆ

0154-25-0112

末広町５－５ 末広ビル地下１Ｆ

0154-25-6368

末広町５－１３ オリエンタルプラザ

0154-24-1711

末広町５－１３ オリエンタルプラザ

0154-23-0039

末広町５－１３ オリエンタルプラザ２Ｆ

0154-25-3051

末広町５－１３ オリエンタルプラザ２Ｆ

0154-31-3002

末広町５－１３ オリエンタルプラザ２Ｆ

0154-64-1822

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-24-6066

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-23-4107

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-6558

ＭＥＺＺＯ
ストロベリーフィールズⅢ
ＢＡＲ ＶＩＬＬＡＩＮＳ
スナック かおり
Ｃｌａｉｒ
マシェリ
スナック メモリー
パブリック イン アウル
スナック 貴石
ストロベリー フィールズ
ラウンジ リリー
ＳＩＶ
ＵＬＬＲ
ｂａｒ アンドール
Ｂｅｌｌｅ３
ＳＯＩＲＥＥ
ＬＥＡＤ
ＣＡＬＭ．ＩＴ
フロムサーティ
アズィル
ＢＵＲＪ ＡＬ
ｃｅｉｌａ
ミラージュ
Ｌｏｕｎｇｅ Ｋａｎｏｕ
琥珀
羽音
ディラ
ＣＬＵＢ ＭＪ
ゆうゆ
雅
Ｊｕｍｅｉｒａｈ
Ｖｉｏｌａ
Ｅｉｎｓ
Ｓｈｕｒｉ
ラウンジ プラチナ
バ－ヨコハマ
ラ・ボエーム
スナック シグマ

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-5880

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-7818

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-5852

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-64-1515

末広町５－１３ オリエンタルプラザ３Ｆ

0154-65-5155

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-23-6662

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-22-1619

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-31-3003

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-22-9315

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-65-7175

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-64-7113

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-65-5651

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-65-6654

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-31-1122

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-65-8132

末広町５－１３ オリエンタルプラザ４Ｆ

0154-64-5161

末広町５－１３ オリエンタルプラザ５Ｆ

0154-22-3988

末広町５－１３ オリエンタルプラザ５Ｆ

0154-65-6227

末広町５－１３ オリエンタルプラザ５Ｆ

0154-24-7630

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-23-7799

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-68-5572

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-64-6669

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-64-1211

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-68-4588

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-65-6789

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-22-8010

末広町５－１３ オリエンタルプラザ６Ｆ

0154-64-5772

末広町５－１３ オリエンタルプラザ７Ｆ

0154-68-5544

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-65-1128

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-25-5050

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-25-5007

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-64-7225

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-65-1132

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-65-8005

末広町５－１３ オリエンタルプラザ８Ｆ

0154-31-3001

末広町５－１７ サミットビル１Ｆ

0154-25-0177

末広町５－１７ サミットビル２Ｆ

0154-65-9515

末広町５－１７ サミットビル３Ｆ

0154-22-2720

釧路地区
Ｃｕｒａｒ
Ｌｏｕｎｇｅ Ｌｕａｎａ
赤いベレー レストラン鶴
るみ○
喜州
焼肉 ますや

末広町５－１７ サミットビル３Ｆ

0154-24-7345

末広町５－１７ サミットビル５Ｆ

0154-24-7721

阿寒町上阿寒２３線３６番地１

0154-66-2330

厚岸町若竹２－７８

0153-67-8130

厚岸町若竹町３

0153-52-2676

白糠町東３条南１－１－１０

01547-2-3939

喫茶＆焼肉 さるるん
カフェ レスト ジプシー
ベーカリー＆カフェ ミリヤ
スナック ＣＯＣＯ
レストラン 牧場
食堂と喫茶 ｐｏｐｐｏｔｅｉ
森のホール
オーチャードグラス

鶴居村鶴居東１－１－９

0154-64-2969

鶴居村幌呂原野南４線東４８－３

0154-65-2200

弟子屈町川湯温泉５－３－３２

015-486-7231

弟子屈町川湯温泉１－４－１２

015-483-3733

弟子屈町中央３－７－１２

015-482-3137

弟子屈町朝日１－７－１８

015-482-2412

弟子屈町川湯駅前２－３０

015-483-2906

弟子屈町川湯駅前１－１

015-483-3787

