「シルバーアドバイザーの店」登録店一覧表
市町村名（ 枝幸町 ）
Ｎｏ

住

所

店

舗

名

業

種

連 絡 先

1 枝幸郡枝幸町岬町1000-1

セイコーマート枝幸店

コンビニ

0163-62-4649

2 枝幸郡枝幸町北浜町148-3

おりと釣具店

一般商店

0163-62-2737

3 枝幸郡枝幸町新栄町789-3

枝幸調剤ｾﾝﾀｰエルム薬局

薬局

0163-69-2288

4 枝幸郡枝幸町新栄町640

㈱こしん

スーパー

0163-62-1301

5 枝幸郡枝幸町新栄町4742

岩津薬房㈱

薬局

0163-62-1482

6 枝幸郡枝幸町北栄町1278-41

チエ美容室

美容院

0163-62-1548

7 枝幸郡枝幸町北栄町1474-132

小竹調剤薬局

薬局

0163-69-2377

8 枝幸郡枝幸町幸町197-1

㈱カワベ枝幸支店

給油所

0163-62-1135

9 枝幸郡枝幸町本町648

ツルハドラッグ枝幸本町店

薬局

0163-69-2150

一般商店

0163-62-1624

10 枝幸郡枝幸町本町281-1

田中食品センター

11 枝幸郡枝幸町本町511-1

野崎菓子店

菓子店

0163-62-1341

12 枝幸郡枝幸町本町157-1

賞花堂菓子店

菓子店

0163-62-3480

13 枝幸郡枝幸町栄町482-2

理容おの

理容院

0163-62-2791

14 枝幸郡枝幸町北幸町1624-2

ホテル ニュー幸林

ホテル

0163-62-4040

15 枝幸郡枝幸町北幸町7020-1

海鮮工房 えさし丸

一般商店

0163-62-4059

16 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町284-3

㈲ファッションハウス オバラ

衣料品店

0163-62-1745

17 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町801

㈱丸道 よしや

衣料品店

0163-62-3588

18 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町180-1

マートいしばし

一般商店

0163-62-1380

19 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町

浜の味処 幸喜梅ヶ枝店

食堂

0163-62-3707

20 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町803-1

朝陽電器㈱

電器店

0163-62-1451

21 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町175-2

㈲滝源商店

スーパー

0163-62-1619

22 枝幸郡枝幸町梅ｹ枝町

ＪＡ宗谷南金融部

金融機関

0163-62-1714

23 枝幸郡枝幸町幸町189

北海道ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱稚内販売支店

給油所

0163-62-1107

24 枝幸郡枝幸町幸町181-5

福地理容

理容院

0163-62-1283

25 枝幸郡枝幸町幸町119

㈱高木商店

一般商店

0163-62-1023

26 枝幸郡枝幸町幸町120-4

㈱丸正 小林金物店

一般商店

0163-62-1117

Ｎｏ

住

所

店

舗

27 枝幸郡枝幸町幸町191-1

ヘアーサロン目時

28 枝幸郡枝幸町幸町183-3

名

業

種

連 絡 先

理容院

0163-62-3140

㈲伊藤商店

一般商店

0163-62-1116

29 枝幸郡枝幸町幸町1312-1

セイコーマート枝幸さいわい店

コンビニ

0163-69-2070

30 枝幸郡枝幸町幸町186-1

㈲三浦書店

一般商店

0163-62-1375

31 枝幸郡枝幸町南浜町636-10

安田商事㈱枝幸給油所

給油所

0163-62-4615

32 枝幸郡枝幸町南浜町636-7

井手上商事㈱

給油所

0163-62-1225

33 枝幸郡枝幸町下幌別

宗谷南農協ﾎｸﾚﾝ北見枝幸給油所

給油所

0163-62-3144

34 枝幸郡枝幸町乙忠部

乙忠部郵便局

郵便局

0163-67-5140

35 枝幸郡枝幸町乙忠部127-1

セイコーマートふじた枝幸店

コンビニ

0163-67-5577

36 枝幸郡枝幸町音標286-2

㈲オホーツク石油

給油所

0163-66-1448

37 枝幸郡枝幸町音標1087-6

音標郵便局

郵便局

0163-66-1049

38 枝幸郡枝幸町歌登東町106-142

宗谷南農協歌登金融部

金融機関

0163-68-2231

39 枝幸郡枝幸町歌登東町106-142

宗谷南農協スーパー本店

スーパー

0163-68-2511

40 枝幸郡枝幸町歌登東町106-142

ループ美容室

美容院

0163-68-2248

41 枝幸郡枝幸町歌登東町379-18

理容タジマ

理容院

0163-68-2529

42 枝幸郡枝幸町歌登西町120

安田商事㈱歌登給油所

給油所

0163-68-2046

43 枝幸郡枝幸町歌登西町120

ユタカ商事㈱

給油所

0163-68-3118

44 枝幸郡枝幸町歌登西町123-97

㈱西澤商事

給油所

0163-68-2700

45 枝幸郡枝幸町歌登西町121

㈲丸正 清水商店

一般商店

0163-68-2402

46 枝幸郡枝幸町歌登西町123-3

工藤商会（精肉店）

一般商店

0163-68-2525

47 枝幸郡枝幸町歌登西町123-3

まるとも食堂

食堂

0163-68-3573

48 枝幸郡枝幸町歌登南町403-11

小野寺電器

電器店

0163-68-2049

49 枝幸郡枝幸町歌登西町121-34

稚内信用金庫歌登支店

金融機関

0163-68-2141

50 枝幸郡枝幸町歌登西町

歌登郵便局

郵便局

0163-68-2140

51 枝幸郡枝幸町歌登西町122-2

さくらい

一般商店

0163-68-2061

52 枝幸郡枝幸町歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ1840-1

㈲歌登ハイヤー

ハイヤー

0163-68-2520

53 枝幸郡枝幸町歌登辺毛内

うたのぼりグリーンパークホテル

ホテル

0163-68-3101

54 枝幸郡枝幸町歌登辺毛内

南宗谷ゴルフ場

ゴルフハウス

0163-68-3001

