
【小売業】
あ池田園茶舗 （山下町）

イチマル電器 （山下町）
いとう時計店 （鹿島町）
印章のニシ （元町）
ウロコ末永店 （末永町）
ウロコ舟岡店 （舟岡町）
ウロコ山下店 （山下町）
エビナメガネ （網代町）
everyday （網代町）
太田生花店 （末永町）
オートスタイル・ケー （松ヶ枝町）
オオヤミート （山下町）
おのでんき （舟岡町）

か学生服専門店　池田 （梅本町）
家具の近江 （長和町）
菓子処久保 （末永町）
カトレア生花店 （鹿島町）
上条薬局 （山下町）
加茂信二商店 （旭町）
キッチンヒラオカ （大町）
クスモト時計眼鏡店 （網代町）
くすりのシガ （網代町）
くみあいマーケット （末永町）
クリエイトファッション　シャンラーラ （末永町）
栗本 （大町）
くるまや （弄月町）
コスメルームふじきん （錦町）

さサイクルショップツーリム （梅本町）
坂元農園 （西関内町）
雑貨屋　アンティムティム （竹原町）
佐藤魚菜店 （大町）
沢田燃料 （錦町）
ｃｐサロン　グランディール （錦町）
寿浅本店 （山下町）
シュガーハウス （鹿島町）
スーパーステーショナリー和歌 （梅本町）
スズキトラスト伊達 （長和町）
セイコーマート伊達末永店 （末永町）
セイコーマート伊達舟岡店 （舟岡町）
セイコーマートたなか伊達店 （旭町）
セイコーマートマルタたなか店 （山下町）
セイコーマートろうげつ店 （弄月店）

セブンイレブン伊達インター店 （松ヶ枝町）
セブンイレブン伊達黄金店 （南黄金町）
セブンイレブン伊達末永店 （末永町）
セブンイレブン伊達長和店 （長和町）
セブンイレブン伊達舟岡店 （舟岡町）
センチュリーペット伊達店 （鹿島町）
ソーイングショップ　チャイ夢 （鹿島町）

た髙梨金物店 （鹿島町）
だてこん （山下町）
伊達市観光物産館 （松ヶ枝町）
伊達燃料 （元町）
だてのてんぷら道の駅店 （松ヶ枝町）
伊達ロイヤル石油 （弄月町）
タムラ薬品 （山下町）
壼屋・不二家FC伊達店 （元町）
T＆Kかがわ農産 （上長和町）
寺島武道具店 （網代町）
でんきのナカノ （元町）
天花地星 （梅本町）
道南エア・ウォーター伊達サービスセンター （弄月町）
道南フジタ （竹原町）
時計・宝石・眼鏡の藤屋 （網代町）
ドコモショップ伊達店 （末永町）

な日通パワーサプライ （山下町）
は 花工房シュシュ＆シュシュカフェ （鹿島町）

早瀬金物店 （大町）
ひかり薬局 （末永町）
ひかり薬局舟岡店 （舟岡町）
ヒラマツ　カメラ （梅本町）
ファミリーマート伊達梅本店 （梅本町）
ブーランジェリー　i・box （松ヶ枝町）
ブティックおおわだ （梅本町）
ふなおか薬局 （舟岡町）
bakery 陽 （鹿島町）
干場商店 （錦町）
洞口書店 （元町）

まマツウラふとん店 （大町）
松原はなや （梅本町）
まつもと釣具 （錦町）
ミスタータイヤマン伊達店 （舟岡町）
三つ丸 （網代町）
武者鮮魚店 （鹿島町）
メナード化粧品伊達山下代行店 （山下町）

memhouse （梅本町）
らリカーマックス （梅本町）

ローソン伊達末永町店 （末永町）
ローソン伊達南黄金町店 （南黄金町）

【飲食業】
あアゲイン （錦町）

アコースティックバーKANZY （錦町）
味処　にしき （錦町）
味の里　こころ （山下町）
居酒屋　大翔 （鹿島町）
板前料理　いちもん路 （錦町）
イルクオーレ （網代町）
IL TETTO （旭町）
オーラエレガンテ （弄月町）

か隠れ家的らーめん家　笑吉 （山下町）
カフェかちまめ （末永町）
カフェダイニング　シーズン （館山町）
生そば　案山子 （舟岡町）
北の家族 （錦町）
喫茶　パル （山下町）
喫茶　ミルク （錦町）
九州酒場　はがくれ （錦町）
珈琲店25番地 （舟岡町）

さ酒処　円 （山下町）
サテンドール （網代町）
里の茶屋　風土 （西関内町）
三代目 （館山下町）
じぇんとる麺　伊達店 （大町）
自家焙煎珈琲屋ぶどうの木 （鹿島町）
旬菜一鮮だて大和屋 （網代町）
旬の味すずひろ （錦町）
食工房　チロル （山下町）
食工房　ろっきー （山下町）
すし処　和容 （網代町）
すし文七 （網代町）
スナック　杏an （網代町）
スナック　折鶴 （網代町）
スナック　サザンクロス （山下町）
スナック　華 （有珠町）
スナック　ボンジュール （網代町）
すなっく酔処 （網代町）
スナックよりみち （山下町）
スナック怜 （錦町）
スナック礼 （錦町）
すなっく和音 （錦町）
Spada （錦町）
炭火居酒屋　我楽 （網代町）
炭火やきとり　とんぼ （鹿島町）
炭焼屋　炙り （錦町）
Sotoasobu/駄菓子カフェれん （弄月町）
そば順 （旭町）
そば処　なかよし （北黄金町）

た大衆酒場　粋や （網代町）
大徳そば店 （末永町）
ダイニングカフェあつみ （長和町）
台湾料理　昇龍 （中稀府町）
伊達　和さび （松ヶ枝町）
TAREZO （末永町）

ちく林 （舟岡町）
中華料理　菜菜 （旭町）
中華料理　福楽餃子坊 （萩原町）
中華レストラン北海苑 （網代町）
突撃ラーメン店 （鹿島町）
とり天 （山下町）

なナイートパブ・カーニバル （錦町）
にほん料理　徳いち （梅本町）

は BAR＆Cuisine NUMBER NINE （鹿島町）
バーゴンドラⅡ （錦町）
BAR Lieherbelly （網代町）
八幸鮨 （舟岡町）
華瀬・愛 （網代町）
はらぺこ漁業部 （舟岡町）
hurricane （錦町）
ハンサム食堂アークス店 （梅本町）
ハンサム食堂道の駅店 （松ヶ枝町）
ひろや （旭町）
Vino （錦町）
ファー・イースト （錦町）
ホテルローヤル （末永町）
本家　麺蔵 （末永町）

ままるしん小林 （錦町）
美喜食堂 （山下町）
めしCafe' （末永町）

ややきとり味鳥 （東浜町）
やきとりの一平　伊達店 （網代町）
洋飯屋　レイラ （網代町）
洋麺茶屋　牧家 （梅本町）

らラーメンの宝龍 （錦町）
凛万乃風 （網代町）
レストラン　悠 （弄月町）
レストランこだま （萩原町）
レストランバー　ミラコスタ （錦町）
Rose （錦町）
ローズマリー （弄月町）
ロコベイス （鹿島町）

わ若○ （長和町）
和牛焼肉　てつじん （網代町）

【サービス業】
あ秋葉理容院 （錦町）

阿部自動車商会 （南黄金町）
おしゃれサロン髪遊 （鹿島町）

かキハラ （網代町）
クリーニングのかねこ屋 （山下町）
クリーニングのサクマ　ウロコ舟岡店 （舟岡町）
クリーニングのサクマ本店 （舟岡町）
クリーニングももJA伊達農協店 （末永町）
クリーニングもも工場本店 （鹿島町）
クリーニングももコープさっぽろだて店 （松ヶ枝町）
グリフィス英会話教室 （舟岡町）
車のお探し専門店　リヴァーヒップ （長和町）
コアフュールジュン （末永町）
コインランドリー＆クリーニングもも伊達末永店 （末永町）
今藤自動車整備工場 （山下町）

さ佐々木電装店　ZEPT （長和町）
柴田モータース （梅本町）
しゃしんのほそかわ （元町）

シンワ自動車 （萩原町）
すずらん美容室 （大町）
すみれ理美容室 （元町）
静輪自動車興業 （松ヶ枝町）

た伊達温泉 （館山下町）
伊達カントリー倶楽部 （北有珠町）
時田自工　第2工場 （梅本町）
時田自工　本社 （梅本町）
とよおか理容院 （錦町）
トラベルガイド北海ツーリスト （鹿島町）

は power sound ART （山下町）
ビューティーサロンあおき （末永町）
ビューティーとみなが （鹿島町）
美容室アダムとイブ （鹿島町）
美容室スマイル （舟岡町）
美容室　プラス　アイ （末永町）
美容室　ユキ （網代町）
ヘア　フリークス （鹿島町）
ヘアーイン　ステップ美容室 （梅本町）
ヘアーサロンコマツ （山下町）
ヘアーサロンわかばやし （舟岡町）
Hair design youLa （末永町）
ヘアーブティック髪ing （山下町）
ヘアー　メイク　アフラ （網代町）

ま明光堂写真館 （網代町）
メナードフェイシャルサロンR＆R （網代町）

ら理容のキューブ （大町）
リラクゼーションサロンUMI （鹿島町）
麗人Love Earth （舟岡町）

【製造業】
共立印刷 （梅本町）
斉藤建具製作所 （松ヶ枝町）
中井英策商店 （南稀府町）
村上印刷 （錦町）

【不動産業】
ハウスメイトネットワーク伊達店　エムティ宅建 （大町）
ランディック （元町）

【建設業】
インテリアにいだ （竹原町）
和美工房 （大町）
佐藤商會 （萩原町）
猿橋工務店 （梅本町）
サンハイム犬塚 （末永町）
ダイコウ （長和町）
土屋建設 （舟岡町）
畑商会 （松ヶ枝町）
森建築工務店 （山下町）
永井組 （山下町）

【ホテル・旅館業】
ホテルローヤル （末永町）

【療術業・整体業】
坂井整体療術院 （梅本町）
鍼灸院　楽 （梅本町）
スポーツ整体＆リラクゼーションもみ家 （旭町）

【旅客運送業】
光星タクシー （梅本町）
伊達ハイヤー （館山町）

大滝区
【小売業】

セイコーマート　大滝店
北海石油　大滝サービスステーション
森のケーキ屋　おおきな木

【飲食業】
温泉民宿　たかはし
きのこ王国　大滝本店
食事処　和楽来

【サービス業】
大滝アウトドア  アドベンチャーズ

【ホテル・旅館業】
御宿　かわせみ
北湯沢温泉郷　湯元ホロホロ山荘
きたゆざわ　森のソラニワ
緑の風リゾートきたゆざわ

有効期間：令和3年1月18日㈪〜3月21日㈰第2弾 取　扱　店 取扱店は随時受け付けております。最新の情報は伊達商工会議所

ホームページをご覧ください。URL : https://date-cci.or.jp
2020年11月17日現在
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新北海道スタイル安心宣言

はじめよう、続けよう。「新北海道スタイル」

マスク着用・
手洗いを徹底します

健康管理を
徹底します

こまめに換気します 消毒・洗浄します

一定の距離を
とっています

お客様へ咳エチケット・
手洗いをお願いします

取組を
お知らせします

北海道コロナ通知システムと
接触確認アプリ（COCOA）を
お客様にお知らせします


