
○札幌市中央区

名称 住所 電話番号 備考

㈱能登水産 札幌市中央区南3条東1丁目　二条市場内 011-241-4436 二条市場

㈲ブッチャーとまり 札幌市中央区南3条東1丁目　二条市場内 011-221-2257 二条市場

㈱本間鮮魚店 札幌市中央区南3条東1丁目　二条市場内 011-241-9387 二条市場

㈱三浦商店 札幌市中央区南3条東1丁目　二条市場内 011-222-6733 二条市場

㈱宮田商店 札幌市中央区南3条東1丁目　二条市場内 011-221-4937 二条市場

㈱池田商店 札幌市中央区南3条東2丁目　二条市場内 011-251-7749 二条市場

近藤昇商店㈱ゼンツー 札幌市中央区南3条東2丁目　二条市場内 011-241-3377 二条市場

㈱兼ト堺本商店 札幌市中央区南3条東2丁目　二条市場内 011-241-2424 二条市場

丸金佐藤水産㈱ 札幌市中央区南3条東2丁目　二条市場内 011-231-1446 二条市場

㈱㊀長谷川昇商店 札幌市中央区南3条東2丁目　二条市場内 011-231-4252 二条市場

㈱丸二佐藤清物産 札幌市中央区南3条東1丁目　新二条市場内 011-241-1219 二条市場

㈲マルイチ水産 札幌市中央区南3条東1丁目　新二条市場内 011-207-1701 二条市場

㈱やまき木村 札幌市中央区北１２条西２０丁目さっぽろ朝市 011-643-2888 さっぽろ朝市

潮商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目さっぽろ朝市 011-613-6667 さっぽろ朝市

丸は羽野水産（株） 札幌市中央区北１２条西２０丁目さっぽろ朝市 011-631-7933 さっぽろ朝市

光水産（株） 札幌市中央区北１２条西２０丁目さっぽろ朝市 011-612-9710 さっぽろ朝市

㈱タカヒロ 札幌市中央区北１２条西２０丁目さっぽろ朝市 011-621-0621 さっぽろ朝市

㈱岩本林蔵商店 札幌市中央区北１１条西２１丁目第八卸売市場 011-631-0244 場外市場

㈱共栄水産 札幌市中央区北１２条西２３丁目札中卸売センター 011-621-3640 場外市場

㈱福岡水産 札幌市中央区北１２条西２３丁目札中卸売センター 011-621-1188 場外市場

㈱木下商店 札幌市中央区北１１条西２１丁目第一札樽市場 011-641-9755 場外市場

㈲樋口商店 札幌市中央区北11条西21丁目札樽卸売市場 011-621-2017 場外市場

㈱マルサン三上商店 札幌市中央区北12条西20丁目1-2 011-623-5688 場外市場

小松水産㈱桑園店 札幌市中央区北8条西14丁目　イオン桑園店 011-796-4277 中央区

㈱丸ヨ吉田商店 札幌市中央区北1条西24丁目　ミニまるいちば 011-641-4345 中央区

㈲丸清小林水産 札幌市中央区南1条西19丁目　円山裏参道シティハウス1F 011-631-8314 中央区

㈱下倉孝商店 札幌市中央区南3条西6丁目　狸小路市場 011-231-4945 中央区

㈲マルトヨ櫻井水産 札幌市中央区南6条西4丁目　すすきの市場 011-521-0838 中央区

㈲丸サ佐藤商店 札幌市中央区南7条西8丁目　丸正食品南7条店 011-511-0480 中央区

㈲永田商店 札幌市中央区南１１条西９丁目３－７ 011-511-8526 中央区

㈱魚勢 細田商店 札幌市中央区南13条西9丁目3-10 011-512-0525 中央区

㈱丸イ山本商店 札幌市中央区南17条西15丁目1-1 山本フードセンター 011-561-5721 中央区

キャンペーン参加店一覧



キャンペーン参加店一覧

○札幌市（中央区以外）

名称 住所 電話番号 備考

㈲サカイ水産 札幌市北区新琴似8条8丁目2-4 011-763-3002 北区

㈲山田水産 札幌市北区北25条西5丁目1-18 011-736-2878 北区

鮮魚　万両 札幌市北区北25条西12丁目1-3 011-746-0058 北区

㈲丸サ佐藤商店 札幌市北区北33条西4丁目北34条ターミナルＢ1丸正食品北34条店011-757-0480 北区

㈱札幌カネキ南波商店 札幌市東区伏古3条4丁目1-1 011-783-6919 東区

司城商店 札幌市東区北41条東2丁目3-15　ショッピングもりや 011-752-6737 東区

中村鮮魚店 札幌市東区北17条東2丁目4-10 011-711-3523 東区

かわいち（川辺鮮魚店）㈱川辺商事 札幌市東区北15条東7丁目4-5 011-741-3589 東区

大平商店 札幌市東区北14条東14丁目 011-792-0049 東区

魚勝　青野水産 札幌市白石区本郷通8丁目南3-12　新栄市場 011-862-2626 白石区

㈱札幌多田水産 札幌市白石区栄通９丁目４－７ 011-852-5789 白石区

三好水産 札幌市白石区栄通7丁目8－15 011-826-3737 白石区

㈱野口水産 札幌市豊平区美園5条6丁目1-20 011-821-3575 豊平区

㈲あじ菜店ひまわり 札幌市豊平区福住2条7丁目2-10 011-851-4551 豊平区

田嶋商店 札幌市豊平区平岸２条１３丁目第６チサンビル１Ｆ 011-823-5635 豊平区

魚元安田鮮魚店 札幌市豊平区西岡４条９丁目１－２６ＭＳグリーンヒルシャトー 011-852-5682 豊平区

㈲櫛引水産 札幌市豊平区中の島2条10丁目1-23　さつき市場 011-812-3087 豊平区

松澤水産商事 札幌市豊平区豊平5条3丁目2-10 011-811-4794 豊平区

小松水産㈱カテプリ新さっぽろ店札幌市厚別区厚別中央2条5丁目カテプリ新さっぽろＢ2 011-892-1310 厚別区

小松水産㈱森林公園本店 札幌市厚別区厚別北2条5丁目 011-891-3277 厚別区

㈱まほろば厚別店　 札幌市厚別区厚別中央1条3丁目 011-894-5551 厚別区

㈲マルニ堀川商店 札幌市南区南34条西10丁目4-1 011-581-1261 南区

㈱新八田中商事 札幌市南区真駒内泉町2丁目2-14 011-581-1705 南区

㈱なんまる 札幌市西区山の手3条1丁目 パルティなんまる山の手店 011-644-1860 西区

㈱まほろば 本店 札幌市西区西野5条3丁目1-1 011-665-6624 西区

㈲山昭渡部水産 札幌市西区琴似2条3丁目　共栄市場 011-631-9185 西区

魚勝青野水産琴似店 札幌市西区琴似2条3丁目　共栄市場 011-611-6722 西区

㈲藤富数藤商店 札幌市手稲区手稲本町２条４丁目８－２０ 手稲キテネ店 011-695-2656 手稲区

札幌市外

名称 住所 電話番号

小林商店 石狩郡当別町園生55 0133-23-2040

魚松小林魚店 石狩郡当別町園生711 0133-23-1322

㈲日本海 石狩郡当別町太美町1479 0133-26-4004

㈲葛西商店 石狩市花川南１条４丁目ＫＡビル１階 0133-72-6331

㈲佐賀山商店（さしみ屋佐賀山） 江別市向ヶ丘21-2 011-383-7468

㈱スーパーハルキ　栄店 岩見沢市4条東18丁目 0126-25-7100

㈱スーパーハルキ　春日店 岩見沢市春日町1丁目1-10 0126-25-5000

北の漁師 羅臼 北広島市大曲幸町３丁目三井アウトレットモール北広島店内 011-377-2437

魚のたかはし 恵庭市有明町２丁目１６－９ 0123-33-6213

㈲カマザワ水産 千歳市幸町４丁目３０タウンプラザ１階 0123-26-0718

メルカードきむら　やまと店 千歳市大和１丁目４－２１ 0123-23-3850

㈱イチヤマキ本間商店（魚商） 小樽市東雲町2-2 0134-31-2356

㈱やまた永田商店 勇払郡安平町早来大町10 0145-22-2431

エフエルマートごうや 沙流郡平取町本町50-1 01457-2-3931


