
生鮮工房　アルヨ 花川南1条4丁目206   花川ＫＡビル 72-6331 生鮮品（魚・野菜・果物など）
鎌田本店 花川南1条5丁目67 73-0416 地酒・ワイン・焼酎
スーパーエース   花川店 花川南1条6丁目162-1 77-5168 食品スーパー
徳光珈琲 花川南2条3丁目185 62-8030 珈琲豆
丸上ハヤシヤ㈲ 花川南2条4丁目272 73-3947 酒・食料品
ラルズマート   花川南店 花川南4条3丁目45 71-2121 食品スーパー
フルール   ドゥ   ペーシュ 花川南7条1丁目1-31 72-9161 パン
ラッキー    花川南店 花川南9条4丁目83 74-2611 食品スーパー
生活協同組合コープさっぽろ   いしかり店 花川北3条3丁目9-2 74-3531 食品スーパー
ＪＡいしかり   地物市場とれのさと 樽川120-3 73-4500 野菜・加工品等
ビッグハウス   花川店 樽川6条1丁目5 72-6006 食品スーパー
美唄焼鳥・惣菜    炎   ビッグハウス花川店 樽川6条1丁目5ビッグハウス花川店内 73-4120 ザンギ・焼鳥
北海道そうざい企画 樽川8条1丁目206 62-8070 惣菜・冷凍食品
ビックリッキー    石狩店 樽川9条1丁目4 72-7776 酒・米
パン菓子工房　バーケリー 花畔342-9 64-0300 パン・菓子
イオンスーパーセンター    石狩緑苑台店 緑苑台中央1丁目2 75-9800 総合スーパー
佐藤水産    サーモンファクトリー店 新港東1丁目54 62-5511 水産加工品
㈱丹野商事 新港東3丁目65-15 62-4155 生鮮食品・珍味・釣具
コストコホールセールジャパン㈱　石狩倉庫店 新港南2丁目733-1 77-7110 物品・サービス
　※店舗をご利用いただくには、会員登録（有料）が必要です。
セラーズ   トーメン団地店 厚田区虹が原165-192 66-3535 酒・食料品
厚田くんせい 厚田区厚田1023 78-2865 燻製
コープの移動販売    おまかせ便カケル ― 74-3531 移動販売
セイコーマート   花川南店 花川南1条2丁目235-1 72-3533 コンビニ
セイコーマート   花川南５条店 花川南5条1丁目1-7 72-3870 コンビニ
セイコーマート   うえだ店 花川南6条2丁目212 73-6132 コンビニ
セイコーマート   花川南９条店 花川南9条4丁目8 74-3522 コンビニ
セイコーマート   花川北２条店 花川北2条2丁目202-2 76-1027 コンビニ
セイコーマート   花川北４条店 花川北4条3丁目5-2 72-8300 コンビニ
セイコーマート   ばんなぐろ店 花川北6条2丁目22 74-2073 コンビニ
セイコーマート   緑苑台店 緑苑台東3条3丁目236 74-3062 コンビニ
セイコーマート   新港西１丁目店 新港西1丁目721-12 72-7575 コンビニ
セイコーマート   新港西店 新港西3丁目738 73-0069 コンビニ
セイコーマート   新港中央店 新港中央1丁目202 60-4080 コンビニ
セイコーマート   新港東店 新港東2丁目161-1 62-5500 コンビニ
セイコーマート   新港南店 新港南2丁目701 64-1525 コンビニ
セイコーマート   親船店 船場町118 62-3361 コンビニ
セイコーマート   石狩八幡店 八幡2丁目332-11 66-3611 コンビニ
セイコーマート   よしの店 厚田区望来58-1 77-2112 コンビニ
セイコーマート   厚田店 厚田区厚田7-3 78-2420 コンビニ
セイコーマート   浜益店 浜益区川下52-40 79-3071 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川南１条店 花川南1条2丁目273 72-6266 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川南３条店 花川南3条4丁目259 77-8500 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川南店 花川南5条1丁目136-1 73-8819 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川南７条店 花川南7条3丁目78 74-8939 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川北３条店 花川北3条1丁目4-1 74-6980 コンビニ
セブンイレブン   石狩花川東２条店 花川東2条2丁目54-1 72-6102 コンビニ
セブンイレブン   石狩花畔店 花畔3条1丁目263-2 64-2050 コンビニ
セブンイレブン　石狩新港南店 新港南1丁目28-33 64-5155 コンビニ
ハマナスクラブ　花川南２条店 花川南2条2丁目268 73-0162 コンビニ
ハマナスクラブ    花畔店 花畔3条1丁目10-1 64-2005 コンビニ
ローソン　石狩花川北店 花川北2条5丁目61 73-7008 コンビニ

スーパー
・

食料品・酒店

コンビニエンス
ストア

※赤文字の店舗は、令和4年11月30日以降に取扱店となった店舗です。(令和4年12月14日現在)
業　種 店舗名 所在地 電話番号 業種詳細・主な取扱品目

【有効期間】



ボンヌール 花川南5条3丁目29 73-2276 洋菓子
和洋菓子のなかむら 花川南7条3丁目36 73-8560 和洋菓子
不二家    花川南店 花川南8条3丁目342 74-5201 洋菓子
六花亭 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 73-6688 和洋菓子
ツルハドラッグ    花川南店 花川南3条5丁目8 76-1268 医薬品、化粧品、日用品、食品
おくすりやさん   ラッキー花川南店 花川南9条4丁目ラッキー花川南店１F 73-7721 医薬品
ユゲ薬局 花川北2条2丁目201-23 74-1698 薬・化粧品・雑貨
ツルハドラッグ    花川北店 花川北3条1丁目4-2 76-2033 医薬品、化粧品、日用品、食品
サンドラッグ　花川北店 花川北6条1丁目15-1 62-8230 医薬品、化粧品、日用品、食品
エスエードラッグ    花川店 樽川6条1丁目5ビッグハウス花川店１F 72-6008 医薬品、健康食品
ツルハドラッグ    樽川店 樽川9条1丁目1-2 75-6020 医薬品、化粧品、日用品、食品
筒井知新堂 厚田区厚田30-2 78-2311 医薬品、雑貨等
寝具のサンホープ 花川南1条5丁目10 73-4881 寝具
Ｔ－ｓｉｇｎａｌ 花川南7条3丁目12 77-7030 婦人服
ファッション市場サンキ    いしかり店 花川北3条3丁目9-2コープいしかり店２F 74-3583 衣料品・雑貨
ジーベック   石狩店 樽川3条1丁目22 72-5529 作業服
ファッションセンターしまむら　石狩店 樽川6条1丁目1 76-1509 衣料品・雑貨・寝具ほか
バースデイ　石狩店 樽川6条1丁目3 76-2330 ベビー服
アンジェリック 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 72-7750 婦人服
シューラルー 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 76-2040 婦人服・鞄
アスビーファム 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 75-6071 靴
ハニーズ 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 76-1033 婦人服
めがね大陸リンケイ堂    南花川店 花川南6条2丁目231 72-2720 眼鏡、補聴器
メガネサロンルック   コープ石狩店 花川北3条3丁目9-2コープいしかり店１F 74-1191 眼鏡、補聴器
グラスイズム   石狩緑苑台店 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 74-2477 眼鏡
㈱金岡商店 花川南1条4丁目232 73-4675 金物
ＤＣＭ   花川店 花川南1条6丁目185 74-7700 ＤＩＹ用品
ヤマダデンキ   テックランド石狩店 花川南6条1丁目10-1 73-5454 家電販売・住宅リフォーム
サンアイ電機 花川南6条1丁目11-11ハウスオブ花川１０１ 74-7724 家電販売ほか
エイト電器    花川店 花川北1条5丁目73 73-4114 家電製品
㈱クリヤデンキ 花川北6条1丁目37-1 74-3537 家電製品、電気工事
カインズ    花川店 樽川6条1丁目5 73-7811 日用品
工藤金物店 八幡4丁目85 66-3104 金物全般
花工房ＣｏＣｏ 花川南1条2丁目312 72-1187 生花、鉢花
花乃大道 花川南7条2丁目204 73-5543 生花、鉢花、プリザーブド
北海道エネルギー㈱　チャレンジ花川中央ＳＳ 花川南1条5丁目 73-6284 ガソリンスタンド
㈲丸栄    川上商店 花川南6条3丁目85 73-0130 灯油・ガス
北海道エネルギー㈱　チャレンジ樽川ＳＳ 樽川125 73-8848 ガソリンスタンド
ＥＮＥＯＳ花畔ＳＳ（㈲丸井横井商店） 花畔3条1丁目269 64-2005 ガソリンスタンド
北海道エネルギー㈱　石狩新港卸センターＳＳ 新港西1丁目765-1 73-7515 ガソリンスタンド
㈱東日本宇佐美北海道支店　337号石狩新港ＳＳ 新港西3丁目702-4 75-7100 ガソリンスタンド
北海道エネルギー㈱　石狩新港ＳＳ 新港南1丁目19-26 64-3535 ガソリンスタンド
㈱神田商事 親船町8-3 62-3131 燃料販売
岸本産業㈱    浜益給油所 浜益区柏木104 79-2221 ガソリン、軽油、灯油
オートショップティープロ　花川南店 花川南2条3丁目40 62-8620 中古車
㈱干場自動車整備工場 花川南2条5丁目15 73-3611 自動車整備
㈲ラーフコーポレーション 花川南8条2丁目84 74-3334 中古車販売
㈱マルマン・モーターズ 花川南10条1丁目1-5 77-6886 自動車整備、タイヤ・用品販売
オートショップティープロ　花川北店 花川北6条5丁目192 77-7072 自動車コーティング、整備
オートバックス石狩花川 樽川7条1丁目2 72-8602 自動車用品
オートショップティープロ　花川東店 花川東2条2丁目3 74-0005 中古車販売・自動車整備
車検のコバック　花川店 花畔2条1丁目2 0120-589-155 車検、板金
Ｍ＆Ｐオートショップ㈱ 新港南2丁目3722-14 77-8843 自動車板金・塗装・修理
㈲三栄自動車興業 浜益区柏木233-3 79-3515 自動車整備・備品販売
石狩市観光センター「ゆめぽーと」 親船町107 62-4611 石狩特産品
道の駅石狩「あいろーど厚田」 厚田区厚田98-2 78-2300 石狩市内地場産品
ギフトショップ   クオリ　花川店 花川南4条1丁目49-4 75-1230 ギフト
たかはしサイクル 花川南4条3丁目14 73-2545 自転車店
インテリア仏壇　いのりや 花川南7条2丁目179-1 77-7725 仏壇・仏具
ソフトバンク石狩手稲通×ワイモバイル石狩手稲通 花川南9条1丁目11 74-8787 携帯電話
Ｗｅ’ｓ 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 72-7100 ＣＤ・ＤＶＤ
キュララ 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 76-1455 バラエティ雑貨
フィッシング新港 新港南2丁目731-3 64-5335 釣具・アウトドア用品
㈲三愛 八幡2丁目343 66-4848 墓石
阿部新聞店 厚田区望来96-55 77-2254 新聞・野菜等

生花店

ガソリンスタンド
燃料店

自動車関連

特産品

その他の小売店

業種詳細・主な取扱品目

菓子店

医薬品・化粧品店

衣料・寝具店

メガネ店

家電・金物・
日用品・事務用品

業　種 店舗名 所在地 電話番号



ｃａｆｆｅぽるぽ 花川南1条2丁目131 77-7686 コーヒー・ジュース・お酒
かとちゃん食堂 花川南1条3丁目85 73-0018 ラーメン、定食、丼物
レストラン   ぱんどら 花川南4条2丁目270 74-3916 肉料理、パスタほか
レストラン   ノースウインド 花川南7条1丁目3-44 72-7430 ハンバーグ・カレー・フライ
Ｌａ　Ｐｏｔēｅ　樽川通り 花川南8条1丁目117-1 74-3388 フランスの家庭料理
とんかつ成田 花川南9条3丁目146 72-1029 とんかつ
ぽるぽ　ｂｙ　Ｒｅ．ｆｅｌｉｃｅ 花川北1条5丁目111 77-8628 たこ焼き・コーヒー
中華料理    漢華林 花川北6条3丁目163-1 74-3033 中華料理
カレー一家 花川北7条3丁目4 75-8600 カレー
レッツゴーカレー　ビッグハウス花川店 樽川6条1丁目5ビッグハウス花川店　内 73-4120 カレー
中華しょうりゅう 花川東1条2丁目86 62-8823 中華レストラン
レストラン喫茶　ふじ 花畔2条1丁目231 64-4567 和洋食（食事・喫茶）
ギャラリー宙 緑苑台東3条3丁目251 72-1539 カフェ、陶芸体験
ミスタードーナツ 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 75-6661 ドーナツ
茨戸ガーデン・ノースヒル 生振39-2 64-1955 焼肉、ステーキ
シーフードレストラン   オールドリバー 新港東1丁目54 62-4691 海鮮料理
レストラン　勝ち処 新港南2丁目729-3　サテライト石狩内 64-0811 そば・うどん・ラーメン・カレー・丼物

北の味    いしかり亭 親船町109 62-3422 海鮮丼、定食
おかずの駅　ほっ 厚田区聚富283-124 77-5876 お弁当、ランチ、たこ飯
そば処    福多゛ 花川南1条2丁目249 73-0054 そば・うどん
蕎麦町　花川南店 花川南3条4丁目233-1 77-7899 蕎麦・丼
味の五六八 花川南8条4丁目465 080-5830-9607 ラーメン
そば舎 花川南9条1丁目92 72-4141 そば
蕎麦　瑞祥庵 花川東2条3丁目73 74-2920 そば
麺や雅　石狩本店 花畔2条1丁目67 64-0224 ラーメン
らぁめん道中膝栗毛 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 77-7789 ラーメン
閣鮨 花川南1条4丁目117 73-3883 寿し
賢旨 花川南1条5丁目7 72-7008 寿し
鮨爽醇鳥ひだか 花川南9条3丁目92-6 73-2266 寿し
はま寿司    石狩樽川店 樽川7条1丁目5 76-1006 回転寿し
焼肉    炭焼亭 花川南3条3丁目98 74-4345 焼肉
ホルモン酒場    花川焼肉苑 花川北1条4丁目45 74-8029 焼肉
焼肉の大福 花川北7条1丁目10-1 74-0812 焼肉
焼肉亭おおむら 厚田区望来484-81 77-2371 焼肉
炭焼やきとり　石鉄　田むら 花川南1条3丁目213 72-5929 焼鳥店
いろはにほへと   花川店 花川南1条5丁目19 72-1682 居酒屋
鳥せい 花川南2条3丁目1 72-2116 焼鳥店
酒蕎庵    海田 花川南2条4丁目249 75-2087 居酒屋
小料理    あじわいの花ぶき 花川南3条4丁目275-1 72-8721 小料理
つぼ八    藤女子大前花川店 花川南3条5丁目23 73-2087 居酒屋
居酒屋　純 花川北6条3丁目60 73-5500 居酒屋
酒庵    升屋 花川北7条1丁目10-1 75-1188 居酒屋
花畔    手羽先 花畔3条1丁目6 64-6558 焼鳥店
美食工房    花 花畔3条1丁目12-1 64-8606 居酒屋
居酒屋    小銭 浜益区浜益8-18 79-3344 居酒屋
スナック   麦 花川南6条2丁目194 73-0333 スナック
Ｂｅ・・・Ｈａｐｐｙ 花川南8条2丁目84 72-8550 スナック
ミュージック＆パブ　ダイアナ 花川北1条4丁目93　一條ビル１Ｆ 76-6916 パブ
スナック   ぴあす 浜益区川下52-1 79-3381 スナック
高級アイス専門店　Ｂａｚａａｒ 花川北1条5丁目3 77-7896 アイスクリーム
石狩市民図書館　喫茶コーナー 花川北7条1丁目10-1 72-3294 喫茶店、野菜販売
クリーニングエース   はまなす店 花川南1条3丁目220 73-7384 クリーニング
クリーニング北陽 花川南2条2丁目249 73-7751 クリーニング
クリーニングエース   ラルズマート花川店 花川南4条3丁目45 62-9311 クリーニング
エンパイアー   ラッキー花川南店 花川南9条4丁目83ラッキー花川南店１F 72-6280 クリーニング
エンパイアー   コープいしかり花川店 花川北3条3丁目9-2コープいしかり店１F 72-4277 クリーニング
エンパイアー   ビッグハウス花川店 樽川6条1丁目5ビッグハウス花川店内 72-3820 クリーニング
クリーニングエース   イオン石狩緑苑台店 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 77-5960 クリーニング
クリーニングエース   新港南店 新港南1丁目19-52 64-3935 クリーニング

すし店

焼肉店

居酒屋・焼鳥店

バー・スナック

その他の
飲食店

クリーニング店

店舗名 所在地 電話番号 業種詳細・主な取扱品目

食堂・レストラン・
カフェ等

そば店・
ラーメン店

業　種



ヘアーステージ　ケイズ 花川南1条1丁目172 75-1023 理容
ｈａｉｒ  ｈｏｕｓｅ   Ｐｕｔｉｈ 花川南2条2丁目241 72-4595 美容
ヘアカラー専門店　ｎｏｎｎｏ－ノンノ－ 花川南4条1丁目1-8 77-5016 ヘアカラー（白髪染め）
理容室　Ｂｏｏｎ’ｓ（ブーンズ） 花川南6条3丁目29-2 73-0711 理容
ｈａｉｒ  ｓｐａｃｅ   ＮＯＤＡ 花川南8条5丁目7 73-0545 理容
美容室　クローバー 花川北1条4丁目44 77-6216 美容
カットサロン　アルファー 樽川7条2丁目1 72-4116 美容
ビューゾーン 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 72-6638 理容・美容
Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ   ＡｎＦｉｌ 花川南8条4丁目446 62-9349 ネイル、アイラッシュ、アイブロウ

ネイルサロン　ＨＯＬＩＣ 樽川5条1丁目38 050-6864-7438 ジェルネイル、巻き爪ケア
ネイルサロン　エーナイン 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 62-9939 ネイルサロン
ＳＫＹ　ＤＯＧ　ＳＥＲＶＩＣＥ 花川南7条2丁目2 67-1856 トリミング、ホテル
ペットサロン　スズ 花川南10条2丁目247 73-8889 トリミング、ホテル　ほか
三和交通㈱    石狩営業所 新港西1丁目703-1 74-8181 タクシー
ダイコク交通㈱ 新港西1丁目769-3 74-6000 タクシー
㈱花川土木工業 花川南2条3丁目40 73-2268 建設
㈲アット 花川南2条3丁目91-2 62-8100 建設
渡部塗装店 花川南3条4丁目71 73-7275 住宅塗装
大栄地建工業㈱ 花川南6条1丁目12-10 74-2070 建設
正和住設㈱ 花川南6条4丁目244 74-7003 住宅設備工事
㈱ヤハタホーム 花川南8条4丁目448 77-5371 リフォーム、住宅建築、不動産仲介

㈱リフテリア 花川南8条4丁目448 76-6745 建設
㈲グリーン企画工芸 花川北5条1丁目63 74-9988 住宅塗装
㈱花川造園 樽川4条3丁目59-2 73-3855 造園
住まいのリフォーム　㈲北光 樽川8条1丁目26 73-9256 建築リフォーム工事
きむらリフォーム 樽川8条1丁目89 74-5509 リフォーム工事
㈱三津橋 花畔140-4 74-4001 建築
石狩管工㈱ 花畔1条1丁目62-1 64-2015 管工事
㈱ＷＡＫＯＵ 親船東1条1丁目10 62-3338 管工事
㈱酒井組 八幡2丁目132-5 66-3103 リフォーム
榎本建設㈱ 八幡4丁目89 66-3025 建設
厚田産業㈱ 厚田区厚田6-1 78-2268 建設

畳製造 桝田畳店 花川南1条3丁目121 73-4518 畳製造販売
オカムラ写真館 花川南4条2丁目273 73-2856 スタジオ撮影、レンタル衣裳、証明写真

アクト・スポーツプロジェクト 花川北1条4丁目150 62-8162 運動教室
１０１ＦＩＴ 樽川3条1丁目19 62-8968 フィットネスジム
マジックミシン 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 72-2500 洋服のお直し
えんしん整体院 緑苑台中央1丁目2イオンスーパーセンター内 77-8310 整体
きむら果樹園 浜益区幌379-2 79-5033 果樹園

令和4年12月14日現在

ネイルサロン

ペットサービス

タクシー

建設業

その他

　　クーポン事業についてのお問い合わせは

　　石狩市保健福祉部子ども政策課　電話０１３３－７２－３１１６

理美容店

業　種 店舗名 所在地 電話番号 業種詳細・主な取扱品目

【いしかり子育て応援クーポンは、下記の商品およびサービス等にはご利用できません】
(1)出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、市の指定ゴミ袋等）
(2)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)たばこ事業法第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入
(4)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(5)土地購入、家賃・地代・月極駐車料等の不動産に関わる支払い
(6)現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等への変換（チャージ等）
(7)公的医療保険、公的介護保険の自己負担の支払い
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて
客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、
待合などに要する支払い

(9)特定の宗教団体・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(10)クーポンの交換又は売買
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