
1/4
R4.1.14時点

№ 店舗住所 店舗名 電話番号 営業形態 営業時間 定休日

1 岩内町字野束５０５－６ いわない高原ホテル 0135-62-5101 － － －

2 岩内町字野束５００ ホテルグリーンパークいわない 0135-62-8841 － － －

3 岩内町字野束５０５ いわない温泉 髙島旅館 0135-61-2222 － － －

4 岩内町字野束４９１－２１ いわない温泉 おかえりなさい 0135-61-4111 － － －

5 岩内町字野束２５８－９２ コテージアリスの里 080-1893-2461 － － －

6 岩内町字野束４９１－２１ 日・美・海villa 080-4049-3119 － － －

7 岩内町字野束５００ サンサンの湯 0135-62-3344 日帰り入浴、売店 9:00～21:00 －

8 岩内町字万代２－１ フレンドタクシー 0135-62-1124 タクシー
日･祝･月：6:00～24:00

火～金：6:00～25:00
－

9 岩内町字万代９－１ キングハイヤー 0135-62-1311 タクシー 6:00～26:00 －

10 岩内町字野束３５０－４ IWANAI RESORT 0135-62-4622 スキー場 9:00～15:30 12/25営業開始予定

11 岩内町字万代７－１１ カラオケ歌屋　岩内店 0135-61-4588 カラオケ 14:00～24:00 －

12 岩内町字大浜５８－１５ 竹鮨 0135-62-2484 寿司 11:00～21:30 水曜日

13 岩内町字万代１４－１５ 清寿司本店 0135-62-1498 寿司
11:00～14:00

16:00～21:00
不定休

14 岩内町字万代１８－７ 清寿司支店 0135-62-0982 寿司 11:00～21:30 不定休

15 岩内町字万代３－６ あづま鮨 0135-62-1744 寿司
11:00～14:00

17:00～23:00
月曜日

16 岩内町字万代１０－１６ すしまん 0135-62-1893 寿司ほか
11:30～14:00

17:00～21:30
火曜日

17 岩内町字万代２７－２ 海鮮すし居酒屋　幸寿司 0135-62-1433 寿司ほか 17:30～23:00 不定休

18 岩内町字万代１０－８ 喫茶さぼ～る 0135-62-3463 喫茶店
9:30～19:00

日・祝：10:00～19:00
月曜日、第3･4日曜日

19 岩内町字栄１７９－２ 喫茶 万里加 0135-62-3124 喫茶店 11:00～21:00 月曜日

20 岩内町字万代４７－２ 珈琲苑 0135-62-4417 喫茶店 11:00～17:30 不定休

21 岩内町字大浜１－１２ 大浜食堂 0135-62-1301 食堂 11:30～15:00 月曜日

22 岩内町字万代１８－８ ささや食堂 0135-62-2233 食堂 11:30～13:30 月曜日

23 岩内町字万代４７－９ 北緯４３度 0135-62-8343 食堂 10:30～14:30 水曜日

24 岩内町字万代１０－１６ めし処 たろ 090-7652-4724 食堂
11:30～15:00

17:30～20:00
木曜日

25 岩内町字万代８－５ ぼたん食堂 0135-62-0443 食堂 11:00～19:00 日曜日

26 岩内町字万代５－１ 味処民宿　天富 0135-62-7727 食堂
11:30～22:00

月曜：11:30～21:30
月曜日

27 岩内町字万代２９－１５ カフェレストラン鈴や 0135-62-0649 レストラン 11:00～21:00 水曜日

28 岩内町字栄１６１－１ レストラン吉祥 0135-62-6012 レストラン
11:00～14:00

15:00～20:00

日曜日

第2月曜日

29 岩内町字万代７－４ ＳＡＲＡＳＡダイニング 0135-63-1303 レストラン 10:00～13:00 土曜日・日曜日・祝日

30 岩内町字万代１２－５ Bee Nuts Café 0135-67-7233 ハンバーガーほか 11:00～20:00 木曜日

31 岩内町字万代５－９ オステリア パルザ 0135-67-7393 ピザ 16:00～20:30 月曜日

32 岩内町字万代４８－７ マリンレストラン セイラー 0135-62-2444 レストラン 11:00～20:00 不定休

33 岩内町字万代１０－１０ café' ＆ Bar isalibi 070-4115-8181 カフェ＆バー
水・木・日：11:00～20:00

金・土：11:00～22:00
月曜日・火曜日

34
岩内町字野束３５０－４

（スキー場内）
Three Birds Restaurant 0135-62-4622 レストラン

ｶﾌｪ：9:00～15:00

ﾗﾝﾁ：11:00～14:00
12/25営業開始予定

35 岩内町字万代１７－３ 食事処　日本海 0135-62-1232 食堂
11:00～13:30

17:00～19:30
不定休

36 岩内町字万代２－５ 百席 0135-62-3529 食堂 11:30～21:00 火曜日

37 岩内町字万代１１－７ 鮮魚料理　こぶし 0135-62-2339 小料理 17:00～21:30 日曜日

38 岩内町字万代１０－１８ ミノタケ料理店 0135-68-4380 小料理 17:00～23:00 日曜日・月曜日

39 岩内町字万代３－６ 居酒屋きくびし 0135-62-1744 居酒屋 17:00～23:00 月曜日

40 岩内町字万代２６－１４ お食事処　いしやま 0135-63-0008 居酒屋 17:00～23:00 不定休

41 岩内町字万代８－１６ たら福酒場　赤いくつ 0135-63-0727 居酒屋
17:30～22:00

（前日まで要予約）
火・水・日・祝日

42 岩内町字万代１０－１２ 大衆酒場　魚三 090-7658-4211 居酒屋 18:00～Last 不定休

43 岩内町字万代２５－６ 炭火やき鳥　さん八 0135-63-2262 焼き鳥 18:00～23:00 日曜日

44 岩内町字万代７－１１ つぼ八　岩内店 0135-62-0377 居酒屋 17:00～22:00 月曜日

寿司

喫茶・食堂・レストラン

居酒屋・小料理

またきてね！クーポン取扱店一覧　　（順不同）

クーポン配布先宿泊施設（施設内での飲食・お土産等での利用可能）

日帰り温泉施設

タクシー

娯楽
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45 岩内町字栄１７９－２ レストプラザ松尾 0135-62-3124 焼肉 11:00～21:00 月曜日

46 岩内町字万代２７－６ 焼肉　京 0135-62-6425 焼肉 17:30～23:00 日曜日

47 岩内町字万代５－１７ 明月苑 0135-62-3717 焼肉 17:00～22:00 水曜日

48 岩内町字万代８－３ えいじん岩内 0135-67-7755 焼肉 18:00～26:00 －

49 岩内町字万代８－３ 焼肉五番街 0135-62-6711 焼肉 17:30～23:00 －

50 岩内町字万代３－４ 焼肉の達人　岩内店 0135-67-7255 焼肉 17:00～22:00 月曜日

51 岩内町字万代１０－２４ ラーメン青龍 0135-62-0866 ラーメン
11:30～15:00

17:00～20:00
不定休

52 岩内町字万代９－９ ラーメンやつや 050-8883-0333 ラーメン
11:00～14:00

16:00～21:00(日曜以外)
月曜日

53 岩内町字万代３－６ 宝龍 0135-62-8344 ラーメン
11:00～14:00

17:00～23:00
月曜日

54 岩内町字万代１５－１ らーめん誼や 0135-61-2454 ラーメン 12:00～25:00 火曜日

55 岩内町字高台８１－２ スターライトクラブ　ウイング 0135-62-3033 クラブ 19:00～24:00 日曜日

56 岩内町字万代２６－１６ Ｌｏｖｅメッセージ 0135-62-3658 クラブ 20:00～25:00 日曜日

57
岩内町字万代１０－１８

上田ビル１Ｆ
すなっく　スマイル 0135-62-1767 スナック 19:00～25:00 月曜日

58
岩内町字万代１０－１８

上田ビル１Ｆ
スナック　きよみ 0135-63-2005 スナック 19:00～24:00 日曜日

59 岩内町字万代１１－６ スナック　小船 0135-63-2567 スナック 20:00～23:00 日曜日

60 岩内町字万代１７－１１ すなっく　蛍 0135-63-1970 スナック 20:00～25:00 月曜日・火曜日

61 岩内町字万代１９－１４ スナック　夜行館 0135-62-2389 スナック 20:00～25:00 日曜日・月曜日

62 岩内町字万代２１－５ スナック　Ｔｉａｒａ 0135-62-1220 スナック 19:30～24:00 日曜日・月曜日

63 岩内町字万代２１－５ スナック　蘭 0135-63-0733 スナック 19:00～25:00 日曜日

64 岩内町字万代２１－５ スナック　ニューモルト 0135-62-7268 スナック 20:00～24:00 日曜日

65 岩内町字万代２５－１１ Ｌｏｕｎｇｅ　李音 0135-62-4332 スナック 20:00～25:00 月曜日

66 岩内町字万代２５－１４ スナック　廸 090-7646-0870 スナック 20:00～25:30 日曜日

67 岩内町字万代２６－１４ ミュージックパブ　リピート 0135-62-6426 スナック 20:00～24:00 日曜日

68 岩内町字万代２６－１９ スナック　ｉｆ 0135-62-6985 スナック 20:00～25:00 日曜日

69 岩内町字万代２６－１９ スナック　かでる 0135-63-2771 スナック 18:30～24:00 月曜日

70 岩内町字万代２６－２１ スナック　紅燈夢 0135-62-6456 スナック 20:00～25:00 日曜日・祝日

71 岩内町字万代２６－２１ スナック　月うさぎ 0135-62-3228 スナック 20:00～24:00 日曜日

72 岩内町字万代２６－２１ ＴｓｕＴＴｓｕ 090-1521-4291 スナック 20:00～24:00 日曜日

73 岩内町字万代２６－２１ はなかご 0135-67-7114 スナック 20:00～25:00 日曜日・祝日

74 岩内町字万代２６－２１ スナック　ＹＹ倶楽部 0135-63-2229 スナック 20:00～25:00 日曜日

75 岩内町字万代２７－１ ナイトイン　アルバ 0135-63-2078 スナック 19:00～24:00 日曜日

76 岩内町字万代２７－１３ ナイトパブ　つばき 0135-62-8558 スナック 20:00～25:00 日曜日・月曜日

77 岩内町字万代２７－１３ スナック　はっぴぃとーく 0135-62-3838 スナック 20:00～25:00 日曜日

78
岩内町字万代２７－１３

バッカスビル２Ｆ
スナック　翔 0135-63-2244 スナック 20:00～26:00 日曜日・月曜日

79 岩内町字万代２７－３ スナック　ジョンブル 0135-62-2317 スナック 19:30～24:00 日曜日

80 岩内町字万代２７－４ スナック　ハピネス 0135-63-1660 スナック 19:30～25:00 日曜日

81 岩内町字万代２７－５ スナック　アンビシャス 0135-62-6497 スナック 21:00～Last 日曜日

82 岩内町字万代２７－６ スナック　としこ 0135-62-5738 スナック 20:00～24:00 不定休

83 岩内町字万代３－２ スナック　海 0135-62-8283 スナック 20:00～24:30 日曜日

84 岩内町字万代３－２ スナック　瓔 0135-62-1891 スナック 19:00～24:00 月曜日

85 岩内町字万代３－５ スナック　Ｘ（エックス） 0135-62-0311 スナック 20:00～24:00 －

86 岩内町字万代５－８ スナック　華舞徒 0135-62-1208 スナック 20:00～25:00 日曜日

87 岩内町字万代７－１８ ＺＥＲＯ ＧＲＡＶＩＴＹ 0135-63-1980 スナック 21:00～28:00 日曜日・月曜日

88 岩内町字万代８－３ ナイトパブ　Ａｍｏｕｒ 0135-62-0675 スナック
月～木：20:00～25:30

金・土：20:00～26:30
日曜日

89 岩内町字万代８－３ スナック　銀の靴 0135-63-0738 スナック 20:30～24:00 日・火・水・祝日

90 岩内町字万代２５－１４ スナック　まき 0135-63-2345 スナック 19:30～24:00 日曜日

91 岩内町字万代１９－２６ Ｃ－Ｂａｒ　やぶ 0135-62-8378 バー 20:00～25:00 月曜日

92 岩内町字万代２１－３ Ｂａｒアジト 0135-62-2555 バー 19:00～25:00 不定休

93 岩内町字万代２１－５ バー　キングジョージ 0135-62-7867 バー 20:00～24:00 日曜日

94 岩内町字万代９－１ ライブアライブ　キングダム 0135-62-2323 バー
火～木：20:00～25:00

金・土：20:00～26:00
日曜日・月曜日

95 岩内町字万代９－５ バー　ペルソナ 0135-63-2911 バー 20:00～24:00 不定休

焼肉

ラーメン

スナック・バー・クラブ
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96 岩内町字万代４７－９ 北緯４３度 0135-62-8343 土産 9:00～17:00 水曜日

97 岩内町字万代４７－４ 道の駅いわない 0135-63-1155 土産 9:00～17:00 月曜日、年末年始

98 岩内町字御崎１－５ カネタ吉田蒲鉾店 0135-62-0245 かまぼこ 9:00～17:00 水曜日

99 岩内町字万代４７－２３ 柳堀商店 0135-62-0825 水産加工品 9:00～18:00 不定休

100 岩内町字大浜８１－５ チガイ与高橋商店 0135-62-0305 水産加工品 8:00～19:00 －

101 岩内町字大浜７－１ カネトイチ土門商店 0135-62-1541 水産加工品 8:00～16:00 日曜日、祝日

102 岩内町字相生１９４ まるりょう野澤商店 0135-62-0249 水産加工品 9:00～17:00 不定休

103 岩内町字大浜６８－７ 一八興業水産 0135-62-1811 水産加工品 8:00～17:00 日曜日、祝日

104 岩内町字大浜７４－３ カク一佐々木商店 0135-62-2305 水産加工品 8:00～17:30 日曜日

105 岩内町字栄１６２－３ サカエヤ 0135-62-3551 鮮魚 9:30～18:30 1/1のみ

106 岩内町字万代２７－１０ 山中鮮魚店 0135-62-1689 鮮魚販売 9:00～18:00 日曜日

107 岩内町字高台８４－３ 佐藤食肉 0135-62-0292 食肉 10:00～18:30 日曜日

108 岩内町字万代４－５ 肉のにしばた 0135-62-0438 食肉 10:00～19:00 火曜日

109 岩内町字高台８５－８ 新鮮屋 0135-63-0585 果物・野菜販売 9:00～19:00 －

110 岩内町字大浜６９－６ 青山青果 0135-62-6688 果物・野菜販売 9:00～18:00 日曜日

111 岩内町字清住４９－２ カネ忠　高西商店 0135-62-0564 食料品など 8:30～19:00 ー

112 岩内町字高台２７５ 前田商店 0135-62-0666 食料品など 8:00～20:00 ー

113 岩内町字宮園２５１－８ ヤマシメイチ尾崎商店 0135-62-0596 食料品など
月～土：6:30～19:00

日曜日：8:00～17:00
不定休

114 岩内町字清住７－５ ショッピングプラザＹＡＤＡ 0135-62-1104 食料品など 9:00～20:00 －

115 岩内町字万代１３－９ 上田酒店 0135-62-0159 酒販売 9:00～19:00 日曜日

116 岩内町字清住１１６ 岡崎酒店 0135-62-0062 酒販売 9:00～18:00 日曜日

117 岩内町字大和１７－５ 楠菓子店 0135-62-0737 菓子 6:00～18:00 日曜日

118 岩内町字万代１９－２ かねきち藤田本店 0135-62-0162 菓子・ケーキ 8:00～18:30 不定休

119 岩内町字万代１１－１２ たつや 0135-62-0468 菓子・ケーキ
月～土：10:00～17:00

日曜日：9:00～19:00
不定休

120 岩内町字大浜１７－１８ ベーカリーサンライズ 0135-62-0573 パン

月･水･木･金：

　　　　10:00～16:00

火曜日：10:00～15:30

土曜日：10:00～13:00

日曜日・祝日

121 岩内町字大和１－１０ アイズ製パン店 0135-62-0483 パン・ケーキ 9:00～18:30 日曜日

122 岩内町字万代９－１１ さんまる餅店 0135-62-0002 もち販売 8:00～19:00 日曜日

123 岩内町字高台８３－２ いわない たら丸焼き 0135-62-2525 おやき 10:00～17:00
日・月・火・水・木

【冬期間】

124 岩内町字万代７－７ リトルキングダム 0135-62-8080 菓子 10:00～17:00 不定休

125 岩内町字大浜１８－１０ XingFu 080-1884-8332 キッチンカー 11:00～17:00 随時営業

126 岩内町字万代７－８ 古田嶋茶舗 0135-62-0837 茶小売 9:00～19:00 日曜日

127 岩内町字万代２４－６ 羽根とうふ店 0135-62-0232 豆腐など 10:00～18:00 －

128 岩内町字万代４１－２ マルジ太田製麺 0135-62-0516 麺小売 8:00～17:00 日曜日

129 岩内町字大和１７－４ やまか 上元とうふ店 0135-62-0531 豆腐など 5:00～15:00 日曜日

130 岩内町字万代１３－１ 村本テント 0135-62-0503 帆布バッグ
月～土：8:30～19:00

日・祝：9:00～16:00
水曜日

131 岩内町字栄１－５ カサイストア 0135-62-1175 ギフト・雑貨

月：9:30～18:00

火～土：9:30～18:30

日・祝：10:00～18:00

不定休

132 岩内町字万代１８－１５ ビビ 0135-62-2127 ギフト用品
月～土：9:00～18:00

日曜日：10:00～17:00
－

133 岩内町字栄１－２０ スポーツチャオ岩内店 0135-63-0128 スポーツ用品
月～土：10:00～18:30

日・祝：10:00～17:00
火曜日

134 岩内町字大浜１４－５ 山崎造花店 0135-62-8783 生花など
月～土：8:30～17:30

日曜日：8:30～17:00
－

135 岩内町字万代１７－１１ 温故堂 0135-63-1678 骨董品など 10:00～18:00 不定休

136 岩内町字栄１－２８ 小林書店 0135-62-0535 書籍、雑誌 9:00～19:00 －

137 岩内町字栄３－４ 山三 江川商店 0135-62-1156 文具・化粧品など
月～土：9:00～18:00

日・祝：10:00～17:00
－

本・文具

食料品・酒

お土産・水産加工品

菓子・パン・甘味

その他食品

贈答品ほか
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№ 店舗住所 店舗名 電話番号 営業形態 営業時間 定休日

またきてね！クーポン取扱店一覧　　（順不同）

138 岩内町字万代１９－８ 栗林家具店 0135-62-0540 寝具・家具 9:00～19:00 不定休

139 岩内町字万代８－１ 勝戸電器 0135-62-0436 家電製品 9:00～19:00 日曜日

140 岩内町字万代７－５ 木下時計眼鏡店 0135-62-1553 時計・メガネなど 9:30～19:00 日曜日

141 岩内町字高台１２－１８ おもちゃのおおいえ 0135-62-0568 おもちゃ
月～土：10:00～19:00

日曜日：10:00～18:00
火曜日

142 岩内町字栄１７２ ＧＥＯ岩内店 0135-61-4635 レンタル・ゲーム 10:00～21:00 ー

143 岩内町字万代８－１８ コインランドリー おひさま 0135-62-0436 コインランドリー 5:00～22:00 －

144 岩内町字栄１－４ レディスファッション クボウチ 0135-62-0869 衣料品 10:00～18:30 日曜日

145 岩内町字万代１０－５ 丸イ 梅澤呉服店 0135-62-0636 衣料品 9:00～18:00 不定休

146 岩内町字万代１８－３ 馬場呉服店 0135-62-0188 衣料品など
月～土：9:00～18:00

日曜日：10:00～17:00
－

147 岩内町字万代１９－１０ イワキ洋品店 0135-62-0455 衣料品 10:00～18:30 日曜日

148 岩内町字万代６－６ ファッション フジヤ 0135-62-7130 衣料品 10:00～18:00 日曜日

149 岩内町字栄１８０－１ プロノ 岩内店 0135-62-6665 衣料品 9:00～21:00 12/31-1/3

150 岩内町字大浜１－１４ ビューティーサロン シルクレディ 0135-63-1170 美容室 9:00～18:00 年末年始

151 岩内町字東山５８－２ ビューティほしの 0135-62-3553 美容室 9:00～17:00 火曜日・水曜日

152 岩内町字大浜６３－１１ ヘアーサルーンかわもと 0135-62-2334 理容室 9:00～17:00（予約制） 日曜日・祝日、第3月曜日

153 岩内町字栄１－５ 専門ダイエットサロンReborn 0135-62-1175 エステサロン 10:00～　（要問合せ） 不定休

154 岩内町字東山１７８－１９ ナガセビューティケア 0135-62-8097 化粧品など 10:00～17:00 不定休

155 岩内町字万代７－９ カメラのさくら 0135-62-0709 カメラ・スタジオ 9:00～18:00 日曜日

156 岩内町字栄１－１３ フジカメラ 0135-62-1041 カメラ・スタジオ
月～土：10:00～19:00

日曜日：10:00～16:00
第2･第4日曜日

157 岩内町字万代８－１４ ホリエ薬局 0135-62-0155 医薬品など 8:00～19:30 無休

158 岩内町字大和１－８ アライ大学堂 0135-62-0456 医薬品など
平日：8:45～20:00

土日祝：9:00～19:00
1/1、1/2のみ

159 岩内町字大浜２－１ 永井石油 0135-62-7111 ガソリン・燃料
月～土：7:00～18:30

祝日：7:00～17:00
日曜日

160 岩内町字清住４－１ フレンド石油 0135-62-2158 ガソリン・燃料
～12月　7:00～19:00

1月～　 8:00～18:00
第2･第4日曜日

161 岩内町字栄182-18 三国燃料 0135-62-0520 灯油 9:00～17:00 土・日・祝日

162 岩内町字高台８６－７ 常盤産業 0135-62-0020 ガソリン・燃料
月～土：8:00～19:00

日曜日：9:00～16:00
1/1のみ

163 岩内町字東山１－１ 樽石　岩内営業所 0135-62-2723 ガソリン・燃料
月～土：7:30～19:00

日・祝：8:00～18:00
1/1、1/2のみ

164 岩内町字万代３９－５ ヤマサイチ本間売炭所 0135-62-0054 ガソリン・燃料 8:00～17:00 日曜日・祝日

165 岩内町字万代４９－２ 西尾石油 0135-62-0859 ガソリン・燃料 7:00～19:00 －

166 岩内町字東山１３３－１ セブンイレブン岩内東山店 0135-62-6971 コンビニエンスストア － －

167 岩内町字東山２５－１ セブンイレブン岩内壁坂店 0135-62-7101 コンビニエンスストア － －

168 岩内町字万代１－１ セブンイレブン岩内万代店 0135-62-0428 コンビニエンスストア － －

169 岩内町字栄１７６－２ ファミリーマート岩内八幡通店 0135-61-2745 コンビニエンスストア － －

170 岩内町字清住２２０ ファミリーマート岩内公園通店 0135-61-3503 コンビニエンスストア － －

171 岩内町字東山１２３－３ セイコーマート岩内東山店 0135-62-7705 コンビニエンスストア 6:00～24:00 －

172 岩内町字万代９－１０ セイコーマート岩内万代店 0135-62-8801 コンビニエンスストア 6:00～24:00 －

173 岩内町字東山２７－２ ローソン岩内東山店 0135-62-0252 コンビニエンスストア 6:00～24:00 －

174 岩内町字大浜１０－１ ローソン岩内大浜店 0135-67-7976 コンビニエンスストア － －

玩具・ゲーム

家具・家電

コインランドリー

コンビニ

ガソリン・燃料

衣服

美容・エステ

カメラ・スタジオ

医薬品


