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1.デパート、ショッピングセンター 【6件】

イオン湯川店
テーオーデパート

トイザらスベビーザらス函館店
丸井今井函館店

無印良品 シエスタハコダテ
MEGAドン･キホーテ函館店

2.スーパー、コンビニエンスストア（1/2）

大槻食品館･キャロット函館店
㈱キングストア
コープさっぽろ 旭岡店
コープさっぽろ いしかわ店
コープさっぽろ かじ店
コープさっぽろ 桔梗店
コープさっぽろ 末広西店
コープさっぽろ ひとみ店
コープさっぽろ 山の手店
コープさっぽろ 湯川店
スーパーアークス 大縄店
スーパーアークス 戸倉店
スーパーアークス 日吉店
スーパーアークス 港町店
スーパー魚長 赤川店
スーパー魚長 榎本店
スーパー魚長 大川店
スーパー魚長 上湯川店
スーパー魚長 亀田港店
スーパー魚長 昭和店
スーパー魚長 乃木店
スーパー魚長 八幡通り店
スーパー魚長 東山店
スーパー魚長 日吉店
スーパー魚長 宝来店
スーパー魚長 本通店
スーパー魚長 梁川店
スーパー魚長 湯浜店
スーパー大林
スーパーセンタートライアル北美原店
セイコーマート尾札部店
セイコーマート桔梗町南店
セイコーマート桔梗4丁目店
セイコーマート函館赤川店
セイコーマート函館石川店
セイコーマート函館上野店
セイコーマート函館小安店
セイコーマート函館柏木店
セイコーマート函館神山店
セイコーマート函館北美原店
セイコーマート函館公園線店
セイコーマート函館五稜郭店
セイコーマート函館昭和公園店
セイコーマート函館新川店
セイコーマート函館銭亀店
セイコーマート函館田家店
セイコーマート函館戸倉店
セイコーマート函館富岡1丁目店

セイコーマート函館富岡3丁目店
セイコーマート函館富岡店
セイコーマート函館豊川店
セイコーマート函館西旭岡店
セイコーマート函館西桔梗店
セイコーマート函館日吉店
セイコーマート函館宝来店
セイコーマート函館本通1丁目店
セイコーマート函館本通店
セイコーマート函館松陰店
セイコーマート函館松風店
セイコーマート函館的場店
セイコーマート函館港町店
セイコーマート函館美原店
セイコーマート函館宮前店
セイコーマート函館山の手店
セイコーマート函館吉川店
セブン - イレブン渡島恵山店
セブン - イレブン函館赤川通り店
セブン - イレブン函館石川町店
セブン - イレブン函館宇賀浦町店
セブン - イレブン函館大川町店
セブン - イレブン函館大縄八幡通店
セブン - イレブン函館海岸町店
セブン -イレブン函館開港通店 ㈱菅原商店
セブン - イレブン函館柏木町店
セブン - イレブン函館神山店
セブン - イレブン函館上湯川町店
セブン - イレブン函館桔梗3丁目店
セブン - イレブン函館競馬場前店
セブン - イレブン函館五稜郭機関区前店
セブン - イレブン函館五稜郭公園前店
セブン - イレブン函館五稜郭病院前店
セブン - イレブン函館十字街店
セブン - イレブン函館昭和1丁目店
セブン - イレブン函館昭和3丁目店
セブン - イレブン函館昭和2丁目店
セブン - イレブン函館昭和4丁目店
セブン - イレブン函館高松町店
セブン - イレブン函館田家町店
セブン - イレブン函館桐花通店
セブン - イレブン函館時任町店
セブン - イレブン函館富岡町店
セブン - イレブン函館中島高砂通店
セブン - イレブン函館中道中央店
セブン - イレブン函館中道2丁目店
セブン - イレブン函館西桔梗町店
セブン - イレブン函館花園町店

セブン - イレブン函館東川町店
セブン - イレブン函館東山店
セブン - イレブン函館人見町店
セブン - イレブン函館日の出町店
セブン - イレブン函館日吉が丘店
セブン - イレブン函館日吉中央通店
セブン - イレブン函館フェリー埠頭前店
セブン - イレブン函館ベイエリア店
セブン - イレブン函館弁天町店
セブン - イレブン函館堀川町店
セブン - イレブン函館本町店
セブン - イレブン函館本通店
セブン - イレブン函館本通2丁目店
セブン - イレブン函館松見通店
セブン - イレブン函館港町1丁目店
セブン - イレブン函館港町2丁目店
セブン - イレブン函館南桔梗店
セブン - イレブン函館美原産業道路店
セブン - イレブン函館見晴公園通店
セブン - イレブン函館宮前町店
セブン - イレブン函館山の手2丁目店
セブン - イレブン函館湯の川温泉店
セブン - イレブン函館湯川町店
セブン - イレブン函館臨港通店
セブン - イレブン函館若松高砂通店
セブン - イレブン函館若松町店
セブン - イレブン北海道ST函館店
ハセガワストア 桔梗店
ハセガワストア 五稜郭店
ハセガワストア 昭和店
ハセガワストア 高砂通店
ハセガワストア 千代台店
ハセガワストア 中道店
ハセガワストア 西桔梗店
ハセガワストア 函館駅前店
ハセガワストア ベイエリア店
ハセガワストア 湯川店
ハマナスクラブ函館深堀店
バリューストアミニコス桔梗店
ビッグハウス アドマーニ
ファミリーマート函館神山町店
ファミリーマートキラリス函館店
ファミリーマート五稜郭公園電停前店
ファミリーマート函館赤川1丁目店
ファミリーマート函館石川町店
ファミリーマート函館大手町店
ファミリーマート函館大手町電停前店
ファミリーマート函館神山1丁目店

【210件】

【使えるお店リスト】 2022年9月5日現在
※2212件

2022年
4月29日（金・祝） ➡ 10月28日（金）

有効
期間
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3.ホームセンター、家具、家電

イエローグローブ豊川店
イエローグローブ南茅部店
auショップ桔梗
auStyle 中道
auStyle 日吉
おおぶち電器
家具の北日本
㈱みはら ドコモショップ美原店
家電住まいる館YAMADA函館本店
株式会社日本一金物店 中島店
株式会社日本一金物店 美原店
株式会社ヤマダデンキ テックランド 函館店
北ガスフレアスト函館北株式会社
ケーズデンキ 函館本店
香華堂
コジマ×ビックカメラ函館店

コメリパワー函館西桔梗店
サイトウ家具センター
ジャンボイエロー金堀店
ジャンボイエロー亀田店
ジャンボイエロー港店
ソフトバンク神山
ソフトバンク函館昭和タウンプラザ
ソフトバンク函館本通
ソフトバンク八幡通
大師堂仏壇店 函館店
ＤＣＭホーマック石川店
ＤＣＭホーマック鍛治店
ＤＣＭホーマック湯川店
でんきのCAPオシマ
ドコモショップ 函館本通店

戸田光雲堂
ナカザト仏具センター
ニトリ函館店
パナポートタカハシ
ふじもとデンキ
プラスモバイル美原
ホーマックニコット恵山店
ホーマックニコット宝来店
Minet キムラ
ヤマダアウトレット函館店
㈲たねざわ
有限会社コアデンキ
有限会社中本電機燃料店
ろうふく函館株式会社
ワイモバイル ポールスター函館

4.衣料品、靴、クリーニング（1/2）

AOKI函館本通店
赤帽子屋
アクトレス
アスビーファム函館店
アスビーファム函館港店
ASBee fam 湯川店
アベイル 桔梗店
アベイル 広野店
アルカヤ靴店 函館赤れんが
アルファベッツアルファベット
アンジュール
衣料センター マスノ
VILLAGE&CO
ABC-MART函館美原店
エニィファム
ENTER+
エンパイアーイオン湯川店
エンパイアー石川中央店
エンパイアー魚長東山店
エンパイアー鍛治店
エンパイアー五稜郭駅前店
エンパイアー五稜郭公園店

エンパイアースーパーアークス大縄店
エンパイアースーパーアークス戸倉店
エンパイアー スーパーアークス港町店
エンパイアービッグハウス美原店
エンパイアーホクレン昭和店
エンパイアー本通2丁目店
エンパイアー松風店
エンパイアーマックスバリュ石川店
エンパイアーマックスバリュ深堀店
エンパイアーマックスバリュ堀川店
エンパイアー山の手生協店
エンパイアー湯川生協店
エンパイアーラルズ日乃出店
オーダースーツGINO
オルキディア
㈱AOKI函館昭和タウンプラザ店
㈱モリチクリーニング アバンセ大町本店
㈱モリチクリーニング アバンセ八幡通店
㈱モリチクリーニング アバンセ本通店
㈱モリチクリーニング アバンセ松風店
㈱モリチクリーニング クリーンライン西旭岡2丁目店
勝村クリーニング

株式会社オオタ 西桔梗店
株式会社オオタ 港店
カメル
クールカレアン
クオーレ
クローズアウト（ＣＬＯＳＥ ＯＵＴ）
甲屋クリーニング
子ども服 ColleCtion-yooKo-
コモディータ・ディ・コムト函館
五郎屋衣料品店(中島れんばい）
South Cedar DRIVE INN
シーガルディレクション函館店
ジーユー 函館昭和タウンプラザ店
シャンブル 美原店
シュープラザ函館MEGAドン･キホーテ店
シューラルー
シューラルー MEGAドン･キホーテ函館店
スプラッシュ
星幸舎 田家店
ディバロ 美原店
デザインプラス
東京靴流通センター函館金堀店

2.スーパー、コンビニエンスストア（2/2）

ファミリーマート函館神山2丁目店
ファミリーマート函館上湯川町店
ファミリーマート函館東雲店
ファミリーマート函館昭和店
ファミリーマート函館陣川町店
ファミリーマート函館高丘町店
ファミリーマート函館港町店
FamilyMart 函館蔦屋書店
ファミリーマート函館中道2丁目店
ファミリーマート函館西桔梗町店
ファミリーマート函館花園店
ファミリーマート函館古川町店
ファミリーマート函館本町店
ファミリーマート函館本通1丁目店
ファミリーマート函館美原1丁目店
ファミリーマート函館美原5丁目店
ホクレンショップ函館昭和店
マックスバリュ石川店
マックスバリュ万代店
マックスバリュ深堀店
マックスバリュ弁天店
マックスバリュ堀川店

マックスバリュ若松店
ヤマザキショップ渡島合同庁舎売店
ラルズマート 白鳥店
ラルズマート 本通店
ローソン恵山海浜公園店
ローソンS函館空港店
ローソン市立函館病院店
ローソン函館石川町店
ローソン函館駅前店
ローソン函館追分町店
ローソン函館大川町店
ローソン函館鍛治二丁目店
ローソン函館柏が丘通店
ローソン函館柏木電車通店
ローソン函館亀田本町店
ローソン函館亀田港町店
ローソン函館北浜町南店
ローソン函館北美原三丁目店
ローソン函館昭和2丁目店
ローソン函館東雲店
ローソン函館昭和店
ローソン函館新道店

ローソン函館高松町店
ローソン函館千歳町店
ローソン函館中央病院店
ローソン函館富岡二丁目店
ローソン函館中島店
ローソン函館西桔梗町店
ローソン函館八幡通店
ローソン函館花園町店
ローソン函館万代店
ローソン函館東川町店
ローソン函館日吉店
ローソン函館広野町店
ローソン函館深堀町店
ローソン函館本通三丁目店
ローソン函館松川町店
ローソン函館美原店
ローソン函館宮前町店
ローソン函館谷地頭店
ローソン函館湯川町三丁目店
ローソン函館湯川町店
ローソン函館湯川町二丁目店
ローソン南かやべ店

【46件】

【149件】
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4.衣料品、靴、クリーニング（2/2）

東京靴流通センター函館昭和店
東京靴流通センター函館本通り店
ドゥ ニコ
バースデイ 美原店
ハニーズ
函館蔦屋書店 THE NORTH FACEコーナー
はるやまチェーン 函館美原亀田店
ビッグエムワン函館店
FIRst-LIFE
ファッション市場サンキ旭岡店
ファッション市場サンキ湯川店
ファッションコポ
ファッションセンターしまむら 大森町店
ファッションセンターしまむら 桔梗店
ファッションセンターしまむら 東山店
ファッションセンターしまむら フレスポ戸倉店
ファッションマミー（中島れんばい）
ブティック カゲサワ
プロノ函館漁火通店
プロノ函館美原店
ボーイズルーム
北洋舎クリーニング工場 恵山豊浦店
北洋舎クリーニング工場 榎本店
北洋舎クリーニング工場 大川店
北洋舎クリーニング工場 渡島支庁前店
北洋舎クリーニング工場 鍛治店
北洋舎クリーニング工場 柏木店
北洋舎クリーニング工場 神山店

北洋舎クリーニング工場 亀田本町店
北洋舎クリーニング工場 桔梗3丁目店
北洋舎クリーニング工場 北美原店
北洋舎クリーニング工場 昭和工場店
北洋舎クリーニング工場 千代台店
北洋舎クリーニング工場 人見店
北洋舎クリーニング工場 弁天店
北洋舎クリーニング工場 本町店
北洋舎クリーニング工場 松川店
北洋舎クリーニング工場 万代工場前店
北洋舎クリーニング工場 港工場前店
北洋舎クリーニング工場 美原2丁目店
北洋舎クリーニング工場 安浦店
北洋舎クリーニング工場 谷地頭店
北洋舎クリーニング工場 柳町店
北洋舎クリーニング工場 湯川畑野店
北洋舎クリーニング工場 流通センター店
ホワイト急便函館 赤川店
ホワイト急便函館 海岸町店
ホワイト急便函館 鍛治1丁目店
ホワイト急便函館 柏木店
ホワイト急便函館 桔梗田中店
ホワイト急便函館 栄店
ホワイト急便函館 昭和ドライブスルー店
ホワイト急便函館 白鳥店
ホワイト急便函館 戸倉店
ホワイト急便函館 富岡2丁目店
ホワイト急便函館 豊川店

ホワイト急便函館 中道2丁目店
ホワイト急便函館 西桔梗工場前店
ホワイト急便函館 日吉店
ホワイト急便函館 日吉4丁目店
ホワイト急便函館 弁天店
ホワイト急便函館 宝来店
ホワイト急便函館 本通店
マックハウス MEGAドン･キホーテ函館店
ママイクコ
マルコシ洋品店（函館朝市）
ミニトマト（函館朝市）
Modeくらふと
㈲勝田クリーニング店
有限会社靴のスーパー平松 朝市本店
有限会社靴のスーパー平松 昭和店
有限会社ささきクリーニング店
UNION07
ユニクロ 函館昭和タウンプラザ店
洋服の青山 函館神山店
洋服の青山 函館湯浜店
ライトオン
ラッキー衣料館 ひとみ店
ラッキー衣料館 美原店
Little Brothers桔梗店
Little Brothers函館店
レディース・メンズ守谷
ワークマンプラス函館花園店

5.眼鏡、時計、宝飾

エビナ時計店
エビナ時計店 湯川店
オバラメガネ ＭＥＧＡドン・キホーテ函館店
Opt LABEL
㈱サポートグラス
Cloud 9
GLASSISM ア・ドマーニ美原店
GLASSISM コープさっぽろ湯川店
クリーンメガネ
ザ・グリーンターラ
ジュエリー＆ウォッチ ワタナベ本店

JINS シエスタハコダテ店
函館コンタクトレンズ研究所
富士メガネ 函館駅前店
富士メガネ 函館美原店
プライスコンタクト函館店
ぺぺ（ＰｅＰｅ）
メガネ館
メガネ club-G
メガネ工房パレット
メガネサロンルック 函館ひとみ店
メガネスマイル

メガネのプリンス 函館石川店
メガネのプリンス 函館テーオー店
メガネのプリンス 函館港町店
メガネのプリンス 湯川イオン店
眼鏡家ほしば
メガネワールド
㈲メガネのサカキ 富岡店
吉田コンタクトレンズセンター Y’z グラス
吉田コンタクトレンズセンター Y’z コンタクト
渡辺時計店

6.飲食店、仕出し、弁当（1/5）

アイ・カフェ函館五稜郭店
アイスショップ 北からの贈り物 函館朝市店（函館朝市）
IRIE days cafe＆bar
あうん亭 光
葵食堂
赤い風車 
赤ちょうちん 湯川店
朝市食堂二番館（函館朝市）
朝市食堂山三道下商店（函館朝市）
朝市炉端 五聚富
旭川成吉思汗 大黒屋 函館五稜郭店
アザリーレストラン 市立函館病院内
亜細亜的惣菜店ガパオ飯
味暦 京佳
味鮮まえかわ（函館朝市）
味処 きくよ食堂 朝市支店
味処 きくよ食堂 朝市本店
味処 北の幸
味の一番（函館朝市）
あずまし亭（函館朝市）
あずまそば
あっとほーむだいにんぐ TAKEDA屋

油そば かたぶら 
AMUSEMENT BAR 178
アララット ロシア風居酒屋 
あん太郎食堂・食彩なとわの里
いか清 大門店
いか太郎 総本店
いか太郎 2号店
いか太郎 プレジデント･函館朝市店
いか太郎 本店
いかり屋
いくら亭（函館朝市）
居酒屋あーさん
居酒屋 あずみ屋
居酒屋 魚一心
居酒屋 花鳥風月
居酒屋かまだ
居酒屋 きねや
居酒屋 気腹志
居酒屋 庄平
居酒屋 次郎
居酒屋食堂 さわ7
居酒屋 SUGA

居酒屋 大漁旗
居酒屋 兆治
居酒屋 停車場
居酒屋 てっ平
居酒屋 どん
居酒屋 美々
居酒屋 百万石
居酒屋ふたひとご
居酒屋 二海酒場
居酒屋 太っ腹
石窯ピッツァと和食と酒そる
磯寿司
板前料理 よこ岡
イタリアンカッフェクサナギ
イタリアンゴーゴー
イタリアンレストラン Passo a Passo
一松仕出し店
1854 HAKODATE
市場亭（自由市場）
一花亭たびじ（函館朝市）
一富士
IL Locale 

【32件】

【799件】
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6.飲食店、仕出し、弁当（2/5）

いろり焼 蔵や
印度カレー小いけ本店
ヴァン デ ウエスト
ヴィクトリアステーション 函館昭和店
wind ハナレィムーン
ウェスタンキッチン
魚市場食堂 魚いち亭
魚民 テキサス函館店
魚べい 函館本通店
魚まさ五稜郭総本店
牛乃家 函館美原店          
うなぎ . 川魚 . 和食 鯉之助
うなぎ処髙はし
うに むらかみ 函館駅前店
うに むらかみ 函館本店
海がき本店
梅乃寿司
駅弁の函館みかどJR函館
エゾバルバンバン函館五稜郭店
N2 
えびきゅう
えびす食堂（函館朝市）
海老麺総本家地元家
えほんカフェ ひっぽ
縁吉
エンデバー
美味しんぼ
櫻桂（函館朝市）
王将寿し
欧風創作ビストロ パサパ
欧風料理屋 紫ぜん
大阪王将 函館桔梗店
王擔 キラリス函館駅前店
大戸屋 函館漁火通り店
おか季
おかず屋 うみねこ (中島れんばい）
尾木カリー
お好み焼 赤坂
お好み焼105
ozigi
おしま食堂
お食事居酒屋 紅龍
お惣菜・弁当 やまと
おそばの丸南赤川
お台所 と金
お出汁・酒肴 佳さく
小樽なると屋 宇賀浦店
小樽なると屋 戸倉店
小樽なると屋ポールスター函館店
odeon
おでん冨茂登
おにぎり あゆみ屋
お肉のつしま 焼肉レストラン
おばんざい処あっこ
おばんざいと自然なわいん 杏’s bar
おばんざい村かみ
おひるごはんカフェ taom
お弁当の甚兵衛 中道店
お弁当の甚兵衛 湯川店
お持ち帰り寿司 和
表・びんごや
おんじき 函館運転免許試験場石川店
おんじき 函館空港店
おんじき ハコビバ函館駅前店
おんじき フレスポ戸倉店
GALA
海峡 海味鮨

懐石 利
懐石の里 煌
海鮮居酒屋 いさり
海鮮居酒屋 海男
海鮮処 函館夜市
海鮮処 函館山
海鮮料理炭火焼 まるよし
海鮮料理と釜めしのあらき（函館朝市）
海鮮和風居酒家 和市
回転寿司根室花まる キラリス函館店
回転寿司 函館 まるかつ水産 柏木店
回転寿司 函館 まるかつ水産 本店
カウ 'Sキッチン
楓庵 
CASANOVA
かぜまち軒
活魚料理いか清 本店
かつてん MEGAドン･キホーテ函館店
割烹 あべ
割烹 魚清
かにの北遊 食堂（函館朝市）
金八鮨
cafe akira〈カフェ アキラ〉
Cafe&Deli MARUSEN
cafe&bar felice
カフェ＆レストラン グリーンリーフ
カフェアンドレストラン ビーズビー
Cafe 樹
cafe wave snow 
cafe 海と硝子
cafe えるじろう
Cafe en
cafe c‐lover 
CAFÉ SUMOCCA
cafe CHI's
カフェ茶結
Cafe TUTU
カフェテリア モ－リエ
カフェとランチと憩いの場そる
cafe DripDrop
Cafe Panino
カフェ 琲絵炉
カフェ美鈴 函館空港店
カフェ茉莉花
Café 谷地坂
cafe 88
カフェ･レストラン ペリーズバー
釜寅 函館中央店
釜寅 函館中道店
から揚げ専門店 あげ太郎 本店
カラオケ いかり屋
カラオケ喫茶＆スナック稽古
カラオケ喫茶スナック しあわせの味本舗
カラオケスナック殿華
KARAOKE BAR 373 
唐草館
カリフォルニアベイビー
カレー屋ジャック
元祖インドカレー小いけ
元祖 箱館ジンギスカン 羊の家
甘味処 抹茶茶房
季節居酒屋 ひろべ
北インド系無水カレースパイス二朗
喫茶キャンバス
喫茶タイム
喫茶チェリー
吉兆庵

キッチン デューク
キッチン nosukeya
Kitchen ハレの日
キットゥン
キャノンボール
牛たん専門店 進
究 函館宮前店
郷土風味 魚来亭
GUILD
きんぎょ茶屋
銀のさら 函館中央店
銀のさら 函館中道店
くいだおれ太閤
くいだおれ太閤 移動販売店
くいもの屋わん 函館五稜郭店
串バル ootori
串焼･おでん 根 五稜郭店
串焼き かいもり
串しや 板屋
串山 串蔵
くずし割烹 和のふ
くっきんぐママ
久保商店（函館朝市）
くま’sキッチン
熊猫社中洋食キッチンSato
club COCOA
クラフトビア・バルジュン
gramベイエリア函館店
creative dish goen 
クリスピーチキン&トマト
グリル塩豚
グルメ回転寿司 函太郎 宇賀浦本店
グルメ回転寿司 函太郎 五稜郭公園店
グルメ回転寿司 函太郎 美原店
グレディーデリバリー
黒牛・黒豚しゃぶしゃぶ ちり家
軽食喫茶たんぽぽ
ケンタッキーフライドチキン函館本通店
ケンタッキーフライドチキン函館美原店
広州GRECO
幸寿司
紅茶専門店ハーヴェスト
紅茶専門店 ルフナ
珈琲専科 巴山
神戸炭火焼肉BUZZ函館本店
豪麺 川原店
豪麺 富岡店
Ghost Spice
コーヒーマルシェ（自由市場）
コーヒールームきくち
黄金寿司
極うまのから揚
極上肉×海鮮創作和食居酒屋 蔵之助 函館五稜郭店
個室居酒屋 仁 
小僧寿し 大野新道店
小僧寿し 富岡店
五島軒 函館カレーEXPRESS 五稜郭タワー店
五島軒 本店
粉もん屋 とん平 函館駅前店
ごはんや つばき（函館朝市）
コムシェヴー
コメダ珈琲店函館ベイエリア店
小料理WAGAYA
ザ・ベリー・ベリー・ビースト
サーティワンアイスクリーム MEGAドン･キホーテ函館店
西園
さかえ寿司 亀田店
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6.飲食店、仕出し、弁当（3/5）

さかえ寿し 高砂通り店
酒＆そば処 ふでむら五稜郭店
酒と肴とよしま
SA．KE．PUBLIC
笹浪家 戸倉店
札幌海鮮丸 函館中道店
札幌海鮮丸 函館日吉店
茶房 菊泉
茶房 旧茶屋亭
茶房 ひし伊
サルティンボッカ
shell bar きさらぎ
四季海鮮旬花JR函館店
四季花菜
SHIKINA 函館ダイニング
四季料理みしな
シゲちゃんすし（中島れんばい）
しげよし 函館本店
地場 炭小屋
地元家 函館本店
地物産品御料理処 根ぼっけ
四文屋 函館五稜郭店
じゃがいも FACTORY
ジャズ スポット リーフ
しゃぶしゃぶ 阿さ利
しゃぶ葉 函館鍛治店
十字屋（函館朝市）
酒KURE
酒肴菜友じょっぱり
酒肴処 元町九条
酒房 季肴酒
酒楽 下北
寿蘭
旬花（お届け料理厨房）
旬花（回転寿司）
旬花（五稜郭タワー2階）
旬暦ひだか
旬菜旬魚たじま
旬采亭 こいさん
旬鮮酒家 桜路
旬の味 ご馳走亭
旬味 鹿六
焼酎Bar Oggi
松羊亭
昭和食堂
食彩酒房 裏横丁
食事処・福乃舎
食事処 公楽
食事処 桜（函館朝市） 
食酒房 和さび
食の宝庫 北海道 JR函館駅店
shot bar かわむら
Jolly Jellyfish
Jolly Jellyfish 元町公園店
四稜郭ファーム 畑のソフトクリーム屋さん
ジンギスカン大門ひつじ亭
ジンギスカン大門ひつじ亭駅前店
ジンギスカン テムジン
ジンギスカン函館吉田
ジンギスカン 羊羊亭
成吉思汗物語 らむ若 ユニゾ 函館駅前
新寿し
新鮮喰味
陣屋 昭和店
陣屋 三与右衛門
陣屋 湯川店
SoupCurry&NoodleSoup Bar Dios

スープカレー ベギラマ
スープカレーBeLL
スカイラウンジ ル･モン･ガキュー（函館国際ホテル内）
すきやき しゃぶしゃぶ 牛兵衛
鮨 かわむら
すし蔵
鮨 島うた
鮨 たかん
鮨竹亭
寿し輝 分店
鮨処木はら
鮨処はこだて（函館朝市）
鮨処 美な味
鮨処 森山
寿し処 山昇
すし処 喜川
寿司とYシャツとお肉 あるて
すしの鮮昇（函館朝市）
鮨のながい
鮨の若竹
鮨ひろ季
寿司料理 谷ふじ
すずや食堂（函館朝市）
すずや食堂 朝市ひろば店（函館朝市）
スターバックスコーヒー 函館蔦屋書店
ステーキ・海鮮 鉄板焼 北風
STEM
スナック Oasis
スパイス煮込み専門店 朝食屋さとう
炭火居酒屋 炎 函館五稜郭店
炭火居酒屋 炎 美原個室別邸店
炭火割烹 菊川
炭火串焼やまと函館広小路店
炭火ジンギスカン いい田屋
炭火ジンギスカン ひつじどし
炭火やきとり 酒房さかつね
炭火やきとり 千鳥
炭火焼鳥 TERU坊
炭火焼肉 味千磨
炭火焼肉 泉味亭
炭火焼肉 天狗苑
炭火焼肉 藤
炭焼き居酒屋アリーズ
炭焼ステーキ BEEF IMPACT 函館昭和店
炭リッチ函館本町店
清寿司
鮮寿司
センチュリーマリーナ函館 ステララウンジ
センチュリーマリーナ函館 バーボイジャー
センチュリーマリーナ函館 ユーヨーテラスハコダテ
ソウルダイニング
そば切り工房 しら川
そば工房 エムズスタイル
そば工房 匠
蕎麦彩彩 久留葉
そば処 味の花園
そば処 江戸八
そば処 えびす庵
そば処 伸玄
そば処東京庵 本通店
そば処ひいらぎ
そば処 ふでむら
そば処 松くら
そば処松ふみ
そば処 まる吉
そば処丸京
そば処 満る大

そば処 まるみなみ
そば処丸南豊川支店
そばと酒 柏木町三貞
蕎麦と天ぷら 千乃家
ダーツ&ボードゲームBAR BULLLABO
タイガーカレー函館店
大衆居酒屋 魚さんこ
大衆居酒屋 棚からぼたもち
大寿し
ダイニング こまつ
DINING SURF
ダイニングバー 煙が目にしみる
大門横丁 アジアン キッチン チェーズ
大門横丁 居酒屋 北の台所 ヤマタイチ
大門横丁 イタリアン屋台 ピッコロ
大門横丁 カニ料理＆海鮮居酒屋 くらぶはうす
大門横丁 金家
大門横丁 串カツ 酒場 青春の光
大門横丁 串焼き わびすけ
大門横丁 食彩処 はこはち漁港
大門横丁 新函館ラーメン 龍鳳
大門横丁 すし処 雑魚亭
大門横丁 中華風居酒屋 函館いか家
大門横丁 デリカレストラン LA BUVETTE
大門横丁 賑わいのお店 ことぶき亭
大門横丁 飲み食い処 桜
大門横丁 呑みどころ 花もめん
大門横丁 BAR1096
大門横丁 函館おばんざい酒肴
大門横丁 函館グルメジンギスカン ラムジン
大門横丁 函館ザンギ
大門横丁 函館ホルモン
大門横丁 ひとくち天ぷら 柏や
大門横丁 焼きとん＆ちょいのみ 箱舘バル
大門横丁 洋食居酒屋 孝房
大門横丁 炉ばた 大謀
大門横丁 わいどのおでん！
台湾茶 虎天茶
たこ焼き菜々湯の川店
たこ焼バミューズン
たこ焼き わや
立ち呑み 誘い誘われ
立ち飲みヒンナ
Duck+LEVEL SEVEN
田にし
タリーズコーヒー函館駅店
ダルタニャンと三銃士
だるま寿司（函館朝市）
Cheese Cheers Cafe 函館
チャイナダイニング鳳凰
チャイナテイブル 北斗星
チャイニーズレストラン フーロン（虎龍）
茶蔵
茶そばの みのや 田家店
茶そばの みのや 湯の川店
茶夢（函館朝市）
ちゃんこ屋かつお
中華そば 一縁
中華料理 尤敏
中華料理 李太白
中華料理 龍美
中華レストラン 杏梨
中国料理 香蘭（ホテル函館ロイヤル内）
中国料理 張家口
中国料理 桃華
中国料理 東春
中国料理香港



【Page 6/13】

6.飲食店、仕出し、弁当（4/5）

Tune HAKODATE
Twin Feather 駅前店
Twin Feather 本町店
月夜の…
月夜のうさぎ
つけ麺ラーメン めがみ
常寿し
翼餃子
つぼ八 大門店
つぼ八 本通店
つぼ八 美原店
つぼ八 湯の川店
鶴寿司
ティールーム アリス
手打ちそば いしくら
手打ち蕎麦 蔵山
手打ちそば松よし 中島店
テーラードコーヒー宮前店
手作り惣菜･お弁当 いろは
鉄板焼 大門亭
鉄板焼 ビュメール（函館国際ホテル内）
てつまるケータリング函館
天丼専門店ふらわー
天ぷら 天八
東京庵 本店
TOP'S POPCORN 函館本店
ドトールコーヒーショップポールスター函館
ドトールコーヒー 市立函館病院店
ドトールコーヒー 函館中央病院店
トトリの焼肉
トラットリア クアトロ
drink stand yurari
とりきち
とりの介 五稜郭店
とんかつ かつきち 宇賀浦店
とんかつ かつきち 昭和タウンプラザ店
とんかつ かつ亭
とんかつ処 まつ
とんき 五稜郭店
とんき 大門店
どんぶり 一膳屋
どんぶり処 海道
どんぶり家 鮪斗
ナイトイン リゾート
ナイトシルク かわしま
中の橋食堂
生ラム炭火焼 ラムきち
錦寿し
二代目佐平次
日本料理 うなぎ 松前（函館国際ホテル内）
日本料理 冨茂登
NOKK'sBAR 梁川店
呑喰処 きくよ食堂 ベイエリア店
呑み食い処 紀もと
呑み喰い処 KEN家
のんちゃん食堂 希々屋
Bar&Soba&curry ホワイトビートルズ
Bar エステラード
Burger Shop HOTBOX
BAR KAT'Z
Bar シェアーズ ヒシイ
BAR JEY’S
バー トワイライト
Bar 西の
BAR BUDDY
BAR hanabi
bar 北斗星

Bar Maple Leaf
BAR MOJITO
bar ug
パーラーフタバヤ
バール･デル･クロエ
パールライオン函館
函館あかちょうちん高砂通店
函館朝市栄屋食堂
函館朝市 地ブリショップ（函館朝市）
函館いか焼屋
函館 エノテカ・ラ・リコルマ
函館おふくろの味 ひふ美
函館海鮮居酒屋ヤン衆漁場二代目昌栄丸
函館海鮮居酒屋 笑まる
函館海鮮料理 海光房
函館海鮮料理 海寿
函館海鮮料理 北斗房
函館魚販
はこだて恋いちご洋菓子店 JR函館駅店
函館 宏楽園
函館塩ラーメン･麺あじたか
函館市旧イギリス領事館 ティールーム ヴィクトリアンローズ
函館市役所地下食堂
はこだて食道楽 彦一
箱館ジンギスカン 五稜郭店
箱館ジンギスカン 本店
はこだて鮨金 総本店
函館すし雅（自由市場）
函館 寿々半
函館そば処西陣本店
函館ダイニング雅家
Hakodate Dining 備後屋
函館立ち飲み ハコスタ
函館ナントカ食堂
HAKODATE NOODLES 炎陣
ハコダテ バンド･ワゴン
はこだてビール
函館ビヤホール
はこだてふさや大門店
函館ぶっかけ（函館朝市）
函館 まるかつ水産 きたまえ船
函館麺や一文字 亀田本町店
函館麺や一文字 花園店
函館麺や一文字 湯の川本店
函館麺屋 ゆうみん
函館麺屋 四代目
箱館 元町珈琲店
函館山ロープウェイ レストラン ジェノバ
函館ラーメン えん楽
はこだて ラーメン横丁 函館家
函館らーめんかもめ
はこだて浪漫館 食堂（函館朝市）
はこ民食堂
パコ函館 板前料理 旬
パコ函館 グランフォレスト
函まるずし 函館漁火通店
函まるずし 函館大川店
函まるずし 函館鍛治店
函まるずし 函館桔梗店
函まるずし 函館昭和店
函まるずし 函館戸倉店
花吹雪
花丸（函館朝市）
パノラマビューレストラン グランポルト函館
PUB TIMBER
はま寿司 函館桔梗店
はま寿司 函館本通店

ハマチャンのタコヤキ
濱長（函館朝市）
浜焼ベイベー
濱焼北海道魚萬 函館南口駅前店
はる鮨
晴れたり曇ったり
万代食堂
ビアンキ
Pizza 338
美食房 登楽居
ビストロ コパン
BISTROやまくろ
びっくりドンキー石川店
びっくりドンキー海岸通り店
びっくりドンキー神山店
Pizzeria AMORINO
美唄焼鳥・惣菜 炎 イオン湯川店
評判いいよ～（中島れんばい）
ファイヤーバーグ函館本通店
FINE DAY'S BURGER
FISHE'S BAR
Fish Bone
福寿し（大門）
豚丼ポルコ／CAMP5
史実（函館朝市）
FLIGHT FRY
ブラッスリー カリヨン
プリエール
ブルートレイン
base CAFE&BAR
ベビーフェイスプラネッツ函館ドン・キホーテ店
ペリーズ サンク
弁天寿司
鳳蘭
ボーイズビーアンビシャス
ポカラダイニング函館店
ポケットピザ函館本店
北海道酒場 夕焼けハイボール
北海道塩ジンギスカン 名前はまだ無い。
北海道しゃぶしゃぶポッケ函館店
北菓り（函館朝市）
ホットステーション珈夢
ほっともっと函館昭和店
ほっともっと函館戸倉店
ほっともっと函館中道店
ほっともっと函館西桔梗店
ほっともっと函館花園店
ほっともっと函館宮前店
ポップコーン 美原店
ホルモン いちりき
ホワイトリバー
ポン・デ・アスウカウ
本格手打ちそば 尾道
本町 大人の和料理 あき山
馬子とやすべ食堂（函館朝市）
街角カフェ ハコダテサウルス バルゴン
matsu（マツ）
マッタリーナカフェ
まつり庵
マルイシ食堂（函館朝市）
マルケン酒場 桔梗店
マルケン酒場 本町店
丸常 長寿庵
マルハ商店
マル モンターニャ
満龍（深堀店）
ミートハウス 本町店
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6.飲食店、仕出し、弁当（5/5）

三橋商店（函館朝市）
みなとや
ミルキッシモ五稜郭タワー店
みんなの居酒家 すずや
明治パーラー
メインダイニング フォーポイント
めざまし食堂
maison FUJIYA Hakodate
麺次郎石川店
めんぞう・和家 港店
麺厨房あじさい 紅店
麺厨房あじさい 本店
めん処はなぶさ 上湯川店
めん処はなぶさ 美原店
麺屋いなせ（自由市場）
麺屋 岳（函館朝市）
麺屋しくぅはっく
モスバーガー函館本通1丁目店
モスバーガーフレスポ函館戸倉店
もつ焼きとハイボールの店 あきない酒場
元町 八花倶楽部
モランボン本町店
モランボン 美原店
もんじゃ焼 千景
焼鳥おおとり
やきとり おでんの寿楽
やきとり家族
焼鳥 けいちゃん
やきとり コウちゃん
やきとり酒場 夕焼けハイボール本店
焼とり専門店 わたなべ
やきとり大吉 函館店
やきとり 大勝
やきとり とん兵衛
Yakitori  Base  Ucchi
焼肉 伽耶
焼肉きんぐ函館桔梗店
焼肉クー
焼肉 五稜苑
焼肉番長 亀田港店
焼肉物語 牛若
焼肉物語 牛若 はなれ
焼肉 ももんじ
焼肉 梁山泊

焼肉・冷麺モランボン 湯川店
焼肉レストラン一心亭 函館中道店
焼肉レストラン一心亭 函館広野店
やきにくれすとらん 沙蘭
安岡商店 食堂（函館朝市）
やたら家
山内農場 函館五稜郭店
ヤマタ たちか屋
山の猿 函館昭和店
有限会社高田屋村本商店
有限会社ひでちゃん鮨
UVカフェ
unite
洋食デリ リベルタ
洋食のごくらく亭
洋風ダイニングふじい
横浜家系ラーメン おばら家 鍛治店
横浜家系ラーメン おばら家 昭和店
よし庵
代志川
ラウンジ ル･アーヴル（函館国際ホテル内）
ラ・リヴィエール
らーめん旭
らーめん＆カレーぱんだ
ラーメン館 ぶんぶく茶釜
らーめん初代 一縁
ラーメン地雷也
ラーメン専科 笑てん
ラーメン ちゃんぽん長崎家
ラーメン津つ井軒
ラーメン なんでや麺
ラーメンの王道 北浜商店 金堀店
ラーメンの王道 北浜商店 昭和店
ラーメン響 北浜店
ラーメン響 乃木店
らーめん まいど
らぁめん めんきち
ラーメン麺次郎 田家店
らーめん 六花 
ら～めん若大将 北美原別邸
ら～めん若大将 西桔梗店
ライブハウスARARA
Lｏｕｎｇｅ＆Bａｒ 北風
ラッキーピエロ 五稜郭公園前店

ラッキーピエロ 十字街銀座店
ラッキーピエロ 昭和店
ラッキーピエロ 戸倉店
ラッキーピエロ 函館駅前店
ラッキーピエロ 人見店
ラッキーピエロ ベイエリア本店
ラッキーピエロ 本町店
ラッキーピエロ 本通店
ラッキーピエロ 松陰店
ラッキーピエロ マリーナ末広店
ラッキーピエロ 港北大前店
ラッキーピエロ 美原店
ラビスタ函館ベイ 海鮮中華 海風楼
ラビスタ函館ベイ 北海シーフード＆十勝牛ステーキレストラン ノルテ
ラミネール
LIONA Terrace 
リストランテ ボンナターレ
レイラニズ･アロハ･カフェ
レストキャビン キャプテン
レストハウス 自由軒
レストハウス樹林
レストラン アシェット・キャプリス
レストラン アゼリア（函館国際ホテル内）
レストラン トウイ
レストラン ナナパパ
レストラン バスク
レストラン・パブ・ザ・ビーツ
レストラン「プレガロ」
レストラン 箕輪
レストラン ヨシヤ
レストラン ラ･ターチ
Lela
ロケットカレー函館本町店
炉ばた あぶり庵
ロマンティコ ロマンティカ
lol ～ laughing out loud ～
L'oiseau par Matsunaga
和×燻製 輝なり
和酒屋 みやび
邉うどん
和風とんかつ専門店 とん悦亀田港店
和風とんかつ専門店 とん悦本店

7.菓子、パン（1/2）

アイス専門店 セ・シュウェット！
いなふね菓子舗
Une Baguette
ヴィーブル
海辺のパン屋 Yanashi
御菓子処ひとつ風
おやつべーぐる メルチッチ
ガトーフレーズ
ガトー・ルーレ
嘉福堂キッチン 本社ガレージ店
キューブシュー工房
キングベーク･ナチュラルJR函館駅店
キングベーク本店
クープ・オ・クール
グルマン カンタ
コーヒーケーキショップ美鈴 湯川店
五島軒 十字街プロミエルカモイ店
シュウェットカカオ
ショートベリー

スイーツカフェ カロメリア
千秋庵総本家 千秋庵菓寮
千秋庵総本家 西桔梗工場
千秋庵総本家 函館空港店
千秋庵総本家 本店
千秋庵総本家 本通店
千秋庵総本家 丸井店
大黒餅
チッチョ パスティッチョ
手作りジェラート専門店 ほっかいどうファーム SA港町店
手作りパンの家 こすもす
手づくりパンの家 ムックル（中島れんばい）
ドゥ･エ･タンドゥル函館花園店
トロイカ 石川店
トロイカ 港店
函館いか煎屋 JR函館駅店
はこだて恋いちご洋菓子店
函館市青果物地方卸売市場商店会 新保商店
函館ふうげつどう

はこだて柳屋 コープさっぽろいしかわ店
はこだて柳屋 コープさっぽろかじ店
はこだて柳屋 コープさっぽろひとみ店
はこだて柳屋 コープさっぽろ山の手店
はこだて柳屋 コープさっぽろ湯川店
はこだて柳屋 スーパーアークス戸倉店
はこだて柳屋 スーパーアークス港町店
はこだて柳屋 ビッグハウスアドマーニ店
はこだて柳屋 本店
函館洋菓子 スナッフルス 金森洋物館店
函館洋菓子 スナッフルス 高丘店
函館洋菓子スナッフルス 函館エキナカ店
函館洋菓子 スナッフルス 湯浜店
パティスリー&ビーントゥバー ショコラポートハコダテ
パティスリーバイゲツ
パティスリーばら苑
pâtisserie maison FUJIYA HAKODATE JAPAN
Pâtisserie Le Soleil du Matin
パン・エスポワール＆どんぐり

【96件】
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7.菓子、パン（2/2）

パン・エスポワール 戸倉店
パン・エスポワール 的場店
パン工房 元町ぼんぱん
ぱんの店 ひだまり
パンハウス シアン
ぱん屋 wakka
不二家 FC函館美原店
不二家函館港町店
PETI PATI ぷてぃぱてぃ
プティ・メルヴィーユ 末広店
プティ・メルヴィーユ 函館駅前店
プティ・メルヴィーユ BAYはこだて店
プティ・メルヴィーユ 本通店

フランス菓子 ペシェ・ミニヨン
フルーツサンド専門店 函果堂 本店
BAKERY ル・レーブ
ホームベーカリー ドッポ
ホームベーカリー ドッポ 石川店
ホテルショップ モンモランシー（函館国際ホテル内）
ママデコレ 末広本店
ママデコレ 美原店（MEGAドンキホーテ内）
マリオンクレープ函館赤レンガ倉庫店
ミスタードーナツ赤松街道店
ミスタードーナツ亀田本町店
ミスタードーナツ五稜郭店
ミスタードーナツ本通店

餠の東京堂
やきだんご 銀月
㈲餅の北屋
㈲龍栄堂 本店
㈲龍栄堂 メガドン・キホーテ店
ラ・ナチュール
龍栄堂菓子舗 函館駅店
レーヴモンブラン
ローリエ 末広屋
ロクテンハチ フルーツサンドのおみせ
六花亭 漁火通店
六花亭 五稜郭店
和創菓 ひとひら

8.酒、肉、青果、各種食料品（1/2）

相本水産（函館朝市）
青山水産（函館朝市）
秋本鮮魚店（中島れんばい）
朝妻商店
あさりコマキ精肉店
阿部青果（函館朝市）
天内青果店（中島れんばい）
荒木商店（函館朝市）
いくら屋吉田商店（函館朝市）
池田弘商店（函館朝市）
石井青果（函館朝市）
泉商店（自由市場）
一井 鈴木精肉店
一英 佐藤鮮魚店
イチマス
伊藤青果店（中島廉売魚屋通り）
伊藤青果店（函館朝市）
稲場魚介苑（函館朝市）
岩佐商店（中島れんばい）
岩橋商店
岩ゆり（函館朝市）
Endeavour TOGO二十間坂
魚政 小甲商店
太田かまぼこ（中島れんばい）
大塚青果（中島れんばい）
小笠原商店（函館朝市）
お肉のつしま
折内養蜂園
海真（函館朝市）
海善 みのうら（函館朝市）
カクサン本間鮮魚店（自由市場）
カシメ水産（函館朝市）
梶原昆布店（函館朝市）
加藤米穀店
かにの北遊（函館朝市）
カネサ 佐々木豆腐店
カネサボシ杉山商店（自由市場）
カネスギ杉山商店（自由市場）
カネト小林精肉店
カネニ藤田水産（函館朝市）
カネノヤマ鈴木商店（函館朝市）
兼八
カネマタ竹中商店（函館朝市）
株式会社アクアネオ
株式会社かまだ商店
株式会社弘成

株式会社違力 畑野商店
株式会社時兼畜販 ビセラショップ中道店
株式会社時兼畜販 ビセラショップ本通店
株式会社 山三梅谷商店
川上鮮魚店（自由市場）
川﨑青果店（中島れんばい）
カワムラ商店（函館朝市）
菊地商店（栄町）
菊地商店（自由市場）
キッコーカワイチ味噌醤油
来馬商店（函館朝市）
黒島商店（函館朝市）
クロマグロ専門工房 鮪斗
合同会社丸竹竹林商店
珈琲焙煎工房 函館美鈴 大門店
こぐち酒店
こだわりフルーツ 原青果店（中島れんばい）
小西食品 朝市ひろば店（函館朝市）
小西食品 駅二店（函館朝市）
小林青果（豊川町 銀座魚菜市場）
駒木精肉店
米の名久井
坂井商店
坂田商店（函館朝市）
さくら青果
鮭の加藤商店（自由市場）
酒のやまはち
酒ブティック越前屋
笹尾商店
佐々木青果店（中島れんばい）
佐々木青果店（函館朝市）
澤田青果店 （深堀店）
澤田鮮魚店（中島れんばい）
産直市（函館朝市）
地酒の蔵舎
地酒ワイン屋 みのや
嶋本商店（函館朝市）
シャカン セ グー
白川青果店（中島れんばい）
四稜郭ファーム 野菜直売所
新鮮野菜 中チャン（富岡店）
新巻のたかはし（自由市場）
杉村鮮魚店
鈴木商店（自由市場）
鈴木精肉店（湯川町）
鈴木精肉店 上日吉支店

瀬尾商店（湯浜）
鮮魚ささき（中島れんばい）
ぞっこんイカ本舗（函館朝市）
だいうろこ商店
高井水産（函館朝市）
高岡商店（函館朝市）
高川商店（自由市場）
高島水産（函館朝市）
高橋商店（函館朝市）
高橋鮮魚店（自由市場）
高松商店（自由市場）
田河商店（自由市場）
滝山田商店
たけだ・カクサンストアー（上湯川）
竹田商店（函館朝市）
竹田食品直売店「竹田屋」
竹林青果店（函館朝市）
田中商店（函館朝市）
tanosimou 宇宙一
旅する食卓
チガイサ佐藤商店（自由市場）
千葉精肉店（中島れんばい）
千葉米穀
塚本商店・朝市ひろば（函館朝市）
塚本商店・駅二（函館朝市）
辻商店（自由市場）
土田水産メール（函館朝市）
テーラードコーヒー本町店
てらい商店（函館朝市）
寺本豆腐店
照井鮮魚店（自由市場）
土井商店（自由市場）
道南有機の里
堂守豆富店 (中島れんばい）
富田鮮魚店（自由市場）
中梶鮮魚店（自由市場）
中川商店（函館朝市）
中宮青果店（自由市場）
中村商店（中島れんばい）
中村鮮魚店（自由市場）
中村屋 手作り惣菜の店 
名平商店（函館朝市）
成田商店（函館朝市）
肉のふじた
肉 LABO WAKA
函館あべ商店（函館朝市）

【230件】
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8.酒、肉、青果、各種食料品（2/2）

函館カール・レイモン 工場直売店
函館カール・レイモン レイモンハウス元町店
函館カネニ（函館朝市） 
函館カネニ 駅二店（函館朝市）
函館くじら屋（函館朝市）
函館五稜乃蔵株式会社
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈱カネマタ竹中商店
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈱函館マルヨ
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈱北海道畜肉販売函館
函館市青果物地方卸売市場商店会 センシメあしの食品㈱
函館市青果物地方卸売市場商店会 東洋フーズ㈲
函館市青果物地方卸売市場商店会 松宮食品
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈲鶴田商店
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈲坂東青果店
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈲マルエー塚本商店
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈲マルジュウ内田商店
函館食道（函館朝市）
函館青果物商業協同組合 購買部
函館中央海産（函館朝市）
函館マルヨ（函館朝市）
はこだて浪漫館 支店（函館朝市）
はこだて浪漫館 本店（函館朝市）
長谷商店（自由市場）
浜田商店（中島れんばい）
隼人鮮魚店（自由市場）
春木商店（函館朝市）
坂東食品（函館朝市）
平尾鮮魚店
広海水産（函館朝市）
福沢商店（函館朝市）
福田海産

福田商店（函館朝市）
葡萄館 西部店（金森赤レンガ倉庫 BAYはこだて）
フルーツ＆ベジタブルショップ優‐ゆう‐（中道店）
フルーツショップあいば（中道）
古川商店（尾札部町）
ふれんどりぃ千葉（函館朝市）
ほそ川青果店（亀田港）
北海屋（函館朝市）
堀川商店（函館朝市）
本町むさしや
前鮮魚店（自由市場）
丸井今井 函館カネニ地下店
マルウ中村商店（函館朝市）
マルキ 木元青果
マルサ 坂下商店（弁天町）
マルサン佐藤商店（函館朝市）
マルジュウフーズ（函館朝市）
マルジュウ船岡商店（函館朝市）
マルタイチ藤井商店（函館朝市）
丸み佐藤商店（自由市場）
丸山園茶舗 御茶ノ倉
丸山園茶舗 湯の川店
丸山鮮魚店（自由市場）
丸和すがわら（函館朝市）
道下商店（函館朝市）
水戸部商店（自由市場）
南北海道ヤクルト販売株式会社
宮腰商店（函館朝市）
宮崎商店（函館朝市）
宮原かまぼこ（ハコビバ内駅前横丁店）
宮原かまぼこ 本店

八百屋 かくさん（谷地頭）
安岡商店（函館朝市）
やな商店（自由市場）
山内屋（谷地頭町）
ヤマキュウ阿さ利本店
山丁長谷川商店 直売所
大和水産（函館朝市）
ヤマノ中村商店（函館朝市）
ヤマヒロ海星（函館朝市）
ヤマヨ（函館朝市）
弥生水産（函館朝市）
㈲イエローハウス（神山店）
㈲角タ 和田鮮魚店
㈲カネマス 山口商店
㈲カワベ商店
㈲寺岡商店 ママ号舎昭和店 
㈲ほそ川青果（湯川）
㈲前松 前商店（中島れんばい）
㈲マルセン山崎青果店（花園商店街）
有限会社紺地鮮魚 (中島れんばい）
有限会社丸二 土村商店
有限会社みなみ青果（万代店）
有限会社ヤマチュウ食品 
ゆたにフーズ（函館朝市）
吉田鮮魚店（函館朝市）
米塚商店（自由市場）
リカーランド イチマス
wine shop MAISONNETTE
和田商店（自由市場）
渡辺精肉店

9.土産品、ギフト、雑貨

アートウェーブ
アウラーナ
あおい森
石ころ館 箱館
VERYCO
梅澤工房（函館朝市）
エイショウ（函館朝市）
ANA FESTA函館店
OZIO hand  BAY
OZIO 本店
OZIO Y.N
㈱オスカ商会 本店
㈱オスカ商会 メガドンキホーテ店
㈱山松 松岡商店 朝市店
㈱山松 松岡商店 ツインタワー店
金森洋物館 プティト･フルール
株式会社かんだ
木野商事（函館朝市）
GIFT SHOP Rera
キャビン
ごま福堂 函館店
ザカナカ
雑貨屋GRANDIR
THE HAKODATE DEPART（DEP）
THE HAKODATE DEPART（HR）
しらかば

杉養蜂園 函館金森倉庫店
生活協同購買
セーラーズ マーケット
センチュリーマリーナ函館 ユーヨーマルシェ
髙砂屋 函館空港店
舘内商店（函館朝市）
CHEER-FUL
津軽海峡フェリー SEAちゃん函館店
ツリーベル
鶴井龜作商店
手作り鞄の専門店 水芭蕉 函館店
てつまる ナトワショップ
寺子屋本舗 函館店
テンポスバスターズ函館店
中島廉売 函館カネニ 中島店
710candle
西川商店（中島れんばい）
にっぽんCHACHACHA 
函館朝市㈱加藤商店
函館朝市 栄屋
函館オルゴール堂
はこだて海鮮市場 西波止場店
はこだて海鮮市場 本店
はこだて工芸舎
函館蒟蒻しゃぼん
函館市旧イギリス領事館 英国雑貨クイーンズメモリー

函館まるなま水産
はこだて明治館
函館山ロープウェイ 山頂ショップ
函館 浪漫館
ハスカップショップ 万里（函館朝市）
パッケージプラザかんだ函館山の手店
はっぴー光店（函館朝市）
ハリカ新函館店
春野商店（函館朝市）
半田商店（函館朝市）
ハンドメイド雑貨 ColleCtion plus…
藤井一郎商店
武将館 函館店
プラスティック
北海道四季彩館JR函館店
ホテルパコ函館 売店
マリエッタ
まるごと北海道ストア えぞりす
Mi・Casa
南かやべ漁業協同組合直販加工センター
民芸はこだて
メロン専門店 田浦商店
有限会社マルヤマ商店
遊膳 函館店
ラ・メール
LANDER GROUND TRIBES

【78件】
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10.書籍文具、印鑑、写真

あさかぜ写真館
カメラのカナミ
カメラのニセコ
キダチ写真館
玉光堂 MEGAドン･キホーテ函館店
くまざわ書店
ゲオ函館鍛治店
ゲオ函館桔梗店
ゲオ函館昭和店

ゲオ函館戸倉店
サウンドパパ
三省堂書店 函館営業所川原店
スクールカドワキ
TSUTAYA函館白鳥店
函館栄好堂 丸井今井店
函館蔦屋書店
バラエティショップ あさひや

フォトコネクト
フォトスタジオいわなみ
フォトスタジオカトー
フォトスタジオ さとう
文教堂 函館昭和店
文教堂 湯の川店
北文舘
㈲上原

11.薬局、ドラッグストア

＠cosme store 函館蔦屋書店
あんず薬局 五稜郭店
いしかわ調剤薬局
うちやま薬局
宇美薬店
小川文粧堂
川田調剤薬局
ココカラファイン薬局函館駒場店
ココカラファイン薬局函館本町店
サツドラ 富岡中央店
サツドラ 函館石川店
サツドラ 函館大縄店
サツドラ 函館柏木店
サツドラ 函館川汲店
サツドラ 函館白鳥店
サツドラ 函館中道店
サツドラ 函館花園店
サツドラ 函館日の出店
サツドラ 函館港店
サツドラ 函館美原店
サツドラ 函館宮前店
サツドラ 宝来店
サンドラッグ田家店
サンドラッグ函館美原店
サンドラッグ松陰店

サンドラッグ美原二丁目店
スター薬局
小さな化粧品の店 ODA オダ
ツルハドラッグ 亀田本町店
ツルハドラッグ 北美原店
ツルハドラッグ 五稜郭店
ツルハドラッグ 昭和店
ツルハドラッグ 白鳥店
ツルハドラッグ 戸倉店
ツルハドラッグ 西桔梗店
ツルハドラッグ 函館石川店
ツルハドラッグ 函館大町店
ツルハドラッグ 函館鍛治店
ツルハドラッグ 函館桔梗店
ツルハドラッグ 函館桔梗南店
ツルハドラッグ 函館花園店
ツルハドラッグ 函館人見店
ツルハドラッグ 函館日吉店
ツルハドラッグ 函館本通店
ツルハドラッグ 函館松風店
ツルハドラッグ 函館松川店
ツルハドラッグ 函館的場店
ツルハドラッグ 函館柳町店
ツルハドラッグ 函館湯川西店
ツルハドラッグ 美原店

ツルハドラッグ 湯川店
トート相談薬局
ナチュラルハーモニーハウス函館店
ニシダ薬局
日本調剤 杉並薬局
日本調剤 深堀薬局
日本調剤 本町薬局
函館漢方テラ
プラス調剤薬局
Macherie
三上参省堂薬局
メデック 前田薬局（中島れんばい）
やよい調剤薬局
有限会社髙橋薬品
ヨシコンメディカルファーマシー
りんご調剤薬局 五稜郭店
レインボー薬局恵山店
レインボー薬局大川店
レインボー薬局かじ店
レインボー薬局中央店
レインボー薬局戸井店
レインボー薬局日吉店
レインボー薬局港店
レインボー薬局美原店
レインボー薬局宮前店

12.理美容、美容クリニック（1/2）

アイズ ウエスト店
アイズ クリーム店
アイズ ヌーボー店
アイズ プリズム店
A-gleam
angie hair make
エーナイン
大沢理容院
岡本理容院
奥村理容院
㈱ヘアーサロンイソヤ
快眠ドライヘッドスパ IZANAI 函館店
カッティングサロンあさい
カットサロンみかわ
カットショップ・ノザキ
カットハウスダンディ
CUT HOUSE ヤマムラ
カットハウスヤマモト
カットハウスユーロナカガワ

カットハウス・ヨシオ
髪工房 函館店
川上理容院
川崎理容院
ききょう美容室
くどう理容院
小顔コルギ salon フローラ
こてら美容室
小浜理容院
THE BARBER AZ
SALON de LAUREL
散髪工房・あき
ジョイントカットボックス
スキルカンパニーロネッツ
スター理容院
スタイリッシュカンパニー
SOHO newyork 函館店
脱毛･ブラジリアンワックス専門店 TETHERA
たにふじ理容院

chatty nail
テイクオン・イマージュ・ シラカワ
トナミ理容院
NICO hair&relaxation
ネイルサロン ぐらすている
野口理容院
BARBER・KIYA
バーバーヤマグチ
BARBER ROOM SUGAWARA
バーバールームたかはし
はやし理容院
ハラダ理容院
Barbiere FIGO
ビューティサロン トップシー
美容室A・D
美容室 a-Flat
美容室おしゃれ館 山の手
美容室プライド
美容室ヘアーアムール

【25件】

【75件】

【123件】
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12.理美容、美容クリニック（2/2）

美容室HAIRS VERY 
美容室 MA a Boo
美容室Relish
プライベートサロン ミルココン 
プリモヘアー
Hair Act room
ヘアークラフト ティアラ
ヘアーサロン アクロス　
ヘアーサロン・アサリ
ヘアーサロンアンドー
ヘアーサロン anfill
ヘアーサロン・イイムラ
ヘアーサロン・イシヤマ
ヘアーサロンオガワ
ヘアーサロン・キサガタ
ヘアーサロン・サトウ（弥生町 )
ヘアーサロン サトウ（湯川町）
ヘアーサロン・サワヤマ
ヘアーサロン タバタ
ヘアーサロン・ツルタ
ヘアーサロン・はやせ
ヘアーサロン・マツシロ

ヘアーサロン・よこやま
ヘアーサロン･ワダ (中島れんばい）
ヘアーズサロン LiNK
ヘアースタイリーサロン・かとう
ヘアースペース Reve
HAIR'S BOY
ヘアードレッシング ボネット
ヘアーファッションハウスヨコタ
hairmake villet’s 
ヘアーリーフ
ヘアーレーベル
HAIR PIECE AKITA
ポール沢田美容室 プリーマ店
maa mii muu HAIR
三浦理容院（時任町）
みやこ理容院
MINGLE CLARO hair
MINGLE函館店
メイクアップ
やすひろの店
吉岡理髪店
よしかわ理容院

理容 クドウ
理容・サトウ
理容さろん・すずき
理容・さんのへ
理容室 髪丸
理容室 Cool Cut's
理容室レオン ノエル
理容・しまづ
理容・シミズ
理容・タカハシ
理容・たむら
理容 ツクダ
理容ナガヤマ
理容・ホシ
理容・みかみ
リラクゼーションサロン リベラル
リラッサ函館店
ルルーディー
ROSE
渡辺理容院
ワタナベ理容院
わたなべ理容院

13.ホテル、旅館

アネックスホテルテトラ
イマジンホテル&リゾート函館
Villa Concordia Resort &Spa
笑 函館屋
KKRはこだて
JRイン函館
純和風旅館一乃松
センチュリーマリーナ函館
大黒屋旅館
竹葉新葉亭
東急ステイ函館朝市 灯の湯（函館朝市）
HAKODATE 海峡の風
函館国際ホテル
HAKODATE男爵倶楽部HOTEL＆RESORTS
函館パークホテル 

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート
函館湯の川温泉 湯元 啄木亭
花びしホテル
フォーポイントバイシェラトン函館
平成館 海羊亭
平成館 しおさい亭
望楼NOGUCHI 函館
ホテルオールインステイ函館
ホテル恵風
ホテル シャルム
ホテルシャローム･イン2
ホテルWBF函館 海神の湯（わたつみの湯）
ホテルテトラ 
ホテルテトラ函館駅前 
ホテルテトラ湯の川温泉

ホテル函館ひろめ荘
ホテル函館ロイヤル
ホテルパコ函館 
ホテル法華クラブ函館
ホテルリソル函館
湯の川温泉 ホテル雨宮館
湯の川観光ホテル祥苑
湯の川プリンスホテル渚亭
湯の浜ホテル
ラ・ジェント・ステイ函館駅前
ラビスタ函館ベイ
ルアン NIPPONIA HOTEL 函館 港町
ルートイングランティア函館駅前
ルートイングランティア函館五稜郭

14.スポーツ、レジャー、旅行関連

イチイ ゴルフセンター 
イチイ バッティングセンター
株式会社オールイントラベル
株式会社太陽グループ シネマ太陽函館
カラオケ歌屋 函館五稜郭店
カラオケ歌屋 函館美原店
カラオケマッシュパボッツ函館店
コープトラベル 湯の川店
五稜郭タワー
サン･スポーツクラブ
スーパースポーツゼビオ函館昭和タウンプラザ店

スポーツショップ ムライ
スポーツデポ函館梁川店
青函フェリー株式会社 函館支店
津軽海峡フェリー 函館フェリーターミナル
つり具天狗屋 石川新道店
つり具天狗屋 金堀店
どさんこファーム
トラベルサービスはこだて
NASSキックボクシング
日本旅行 北海道函館支店
函館シーサイドカントリークラブ

函館つり教室、プロフィッシャーシステムズ・ナカシマ
函館山ロープウェイ 山麓駅
ビリヤードハウスピープル 卓球、カラオケ、ダーツ
フィットネスジムJOYFIT24LITE 函館海岸町
ボウルサンシャイン函館店
北海道ABトリップ（網走バス株式会社） 
北海道坂本龍馬記念館
ミノルスポーツ有限会社
名鉄観光サービス㈱函館支店
矢田釣具店
㈲釣具の二番

【44件】

【33件】
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15.ガソリンスタンド、燃料

出光 道南石油 海岸町SS
出光 道南石油 神山SS
出光 道南石油 湯浜町SS
エネオス 五稜石油SS
オカモトセルフ函館
㈱竹村石油
㈱館山石油 戸井SS
㈱館山石油 古川SS
㈱はこせき 大川町給油所
㈱はこせき 函館エキサイトSS
㈱はこせき 日吉町給油所
㈱はこせき 弁天町給油所
㈱はこせき 本社

㈱山内商店
カネキュウ 佐藤商店
株式会社東日本宇佐美 函館流通センターSS 
株式会社有隣商会
協和石油㈱
同盟石油㈱函館支店
同盟石油㈱函館支店 五稜郭営業所
同盟石油㈱函館支店 湯川営業所
成沢機器株式会社
ホットサービス
前側石油株式会社 赤川通サービスステーション
前側石油株式会社 上新川オートガススタンド
前側石油株式会社 セルフ桐花通サービスステーション

前側石油株式会社 セルフ戸倉町サービスステーション
前側石油株式会社 セルフ松陰町サービスステーション
前側石油株式会社 豊川町サービスステーション
前側石油株式会社 中島町サービスステーション
前側石油株式会社 広野町サービスステーション
前側石油株式会社 本通サービスステーション
前側石油株式会社 流通前サービスステーション
明光産業㈱函館美原給油所
㈲丸松 小市石油
有限会社臼尻石油商会
有限会社臼尻石油商会 みんなの海SS
有限会社唐戸商店 給油所
有限会社マルトク西村

16.生活、サービス関連

アイフォンクリアMEGAドン・キホーテ函館店
アルタマート五稜郭店
医 )今内科消化器科医院
五十嵐生花店（函館朝市）
癒し処函館てもみ庵
医療法人社団RHC産婦人科ほんどおりクリニック
岩岸生花店
岩崎電子函館補聴器センター
駅前パック販売（函館朝市）
桜成浴場
おそうじ本舗 函館昭和店
おのピアノ調律所
お花のマーケット 杉並花市
㈱つな生花店
㈱林生花
㈱ふくいフラワー
㈱プリントハウス
ガーデンショップ きこうえん
カイロプラクティック・フィノス .
学習塾ライズ 深堀教室 
学習塾ライズ 元町教室 
かすみ園
カネヤマジョウ本名ふとん店
株式会社岩佐商会 函館店
株式会社北海道新聞安田販売所
上出新聞店
河村ふとん店
北ガスフレアスト函館南株式会社
きものレンタルレコ
桐ノ湯
現代葬儀株式会社
こばやし生花店
五稜郭補聴器センター
SHUN整体院
昭和温泉
数学塾
スパ ラコリ－ヌ
スローティラテ 中道店
生活サポート川村
整体サロン Raphael
整体 楽（ラク）

セカンドストリート函館昭和店
セカンドストリート函館戸倉店
総合リサイクルセンター 生活工房
ダイソー＆アオヤマ 函館桔梗店
タジマ寝具柏木町店
ちっちゃな花屋
手もみのさとう
どい生花店（自由市場）
道南補聴器センター
なちゅら鍼灸院
なでしこ母乳育児相談室
なんでもリサイクルビッグバン函館花園店
野口生花店
ハードオフ・オフハウス函館昭和店
函館学校生活協同組合
函館高温源泉 湯の箱 こみち
函館市青果物地方卸売市場商店会 ㈱ともえ花き
函館市青果物地方卸売市場商店会 南雲商店
函館市青果物地方卸売市場商店会 花ふじ杉谷生花店
函館市青果物地方卸売市場商店会 マルサンやまうち
函館中央自動車学校
函館伏白稲荷温泉
函館ホームサービス
パコ函館 大森の湯
パソコンサービス函館
パソコンショップ PCaGOGO
畠山商店（中島れんばい）
花禅㈱桃源
花の店 花昇
花の店 百花園
花泰
フォレット昭和店（ホクレンショップ昭和店内）
フォレット堀川店（マックスバリュ堀川店内）
フラワーショップアンフローリスト
フラワーショップいしざか 大縄店
フラワーショップいしざか 白鳥店
フラワーショップいしざか 戸倉店
フラワーショップいしざか 美原店
フラワーショップたか
フラワーハウスまえだ 魚長東山店
フラワーハウスまえだ 本店

フラワーブティック ティファニー
プリザ＆フラワー ムニュムニュ
ふる～る華心
フローラルファクトリー㈱
ペットサロンD's
ペットショップ 美原ケンネル
北海道新聞 東富岡販売所
北海道新聞 渡辺販売所
前側石油株式会社 営業部ホームエネルギーグループ
マルボー化粧品店
ミックコスメティック
3つ星キャリー
宮内整骨院
もみほぐしサロン イヤシンス
谷地頭温泉
山の手温泉
㈲浅水フラワーガーデン
㈲太田生花店
㈲菊地運送
㈲松柏堂生花店
㈲たかはし生花店
㈲ティー・エス トータルサポートクリエイト
㈲道新亀田佐々木新聞店
㈲ナースショップふれ愛 中島店
㈲函館時事放声社
㈲花のいまい
㈱フラワーショップ･ナナ
㈲雄喜フラワーデザインスタジオ
有限会社神山デリバリーサービス
有限会社佐々木販売所
有限会社杉本新聞店
有限会社福士サービス
有限会社北海道新聞谷川本町販売所
湯処 永寿湯温泉
ゆのかわ温泉整形外科
リサイクルサービス アース
リサイクルサービス アース 美原店
リサイクルショップ ミック
リサイクルショップ ラッキースター
リロック

【39件】

【122件】
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17.車、バイク、自転車

イエローハット函館新道店
イエローハット函館店
ＳＫタイヤサービス
株式会社イワタオート函館
株式会社 北日本山勝
サイクルショップさとう
ジェームス西桔梗店
ジェームス本通店
車検のコバック 函館店
尻岸内自動車株式会社
スーパーオートバックス函館
スズキアリーナ函館
スピード商会
セコハン市場 函館
タイヤ館函館桔梗
タイヤ館函館昭和
タイヤ館函館日の出
タイヤ館函館本通
タイヤ屋 ハシモト
戸井オートサービス
トヨタカローラ函館株式会社 海岸通店
トヨタカローラ函館株式会社 新世橋店
トヨタカローラ函館株式会社 富岡U-Car センター
トヨタカローラ函館株式会社 本店

トヨタレンタリース函館 函館駅前店
トヨタレンタリース函館 函館空港店
トヨタレンタリース函館 函館店
ニッポンレンタカー函館駅前営業所
ニッポンレンタカー函館空港前営業所
ネッツトヨタ函館㈱イーブルネッツ美原店
ネッツトヨタ函館㈱駅サイド店
ネッツトヨタ函館㈱新道石川店
ネッツトヨタ函館㈱美原店
函館タクシー株式会社整備工場
函館トヨタ自動車株式会社 昭和店
函館トヨタ自動車株式会社 中央店
函館トヨタ自動車株式会社 ニューロード店
函館トヨタ自動車株式会社 本通店
函館トヨタ自動車株式会社 松風店
函館トヨタ自動車株式会社 湯川店
函館トヨタ自動車株式会社 レクサス函館
函館トヨペット株式会社 石川店
函館トヨペット株式会社 五稜郭店
函館トヨペット株式会社 ビーマックス石川店
函館トヨペット株式会社 湯川店
函館日産自動車㈱石川店
函館日産自動車㈱神山店

函館日産自動車㈱亀田本町店
函館日産自動車㈱クエスト5
函館日産自動車㈱U-CARセンター石川
函館バス商会㈱
函館バス商会㈱車輌整備工場
函館マツダ中道店
函館マツダ函館店
函館マツダ美原ユーカーランド
はこだてレンタカー キラリス函館駅前店
はこだてレンタカー 函館空港店
ホンダカーズ南北海道 函館亀田店 
ホンダカーズ南北海道 函館産業通店 
ホンダカーズ南北海道 函館昭和店 
ミスタータイヤマン函館港店
美原サイクルセンター
明邦商会
モトーレン函館
有限会社カーショップニシノ
有限会社 カーナック整備工業
有限会社カーマック函館
有限会社北村自工
㈲スカイオート函館
リバティーオートセレクション

18.タクシー、バス

オーシャンタクシー㈱
㈱桔梗ハイヤー
介護タクシー川村
株式会社ことぶき第一交通
北の星タクシー
鈴蘭タクシー㈱
センターハイヤー㈱
相互交通㈱

東海ハイヤー㈱
道南ハイヤー㈱
函館交通㈱
函館個人タクシー協同組合
函館タクシー株式会社
函館帝産バス
函館バス 昭和営業所

函館バス 函館営業所
函館バス 函館駅前案内所
函館バス 日吉営業所
北海小型タクシー㈱
美咲第一交通株式会社
㈲いさり火ハイヤー
㈲モーモータクシー

19.建築関連

アーキテクツ井上
大鎌電気株式会社
ＯＫハウス いさり火通店
ＯＫハウス 函館店
株式会社 曲小 小倉工務店 本社

株式会社小林電機
株式会社第一住宅設備
紀の國建設株式会社 セルコホーム函館
坂野畳店

鈴木ガラス店
築田畳店
函館畳販売有限会社
㈲村山工作所

【70件】

【22件】

【13件】


