宗谷管内「栄養成分表示の店」（ヘルシーレストラン）登録一覧

（H28.1.5現在）
登録番号

店名

営業形態

住所

ヘルシーメニューの
有無

稚内第 1号 喰べ処 鍋ちゃん

居酒屋

01638-4-3193

無

稚内第 2号 セイコーマート とみいそ

コンビニエンスストア 稚内市宗谷村字富磯

0162-77-2146

無

稚内第 3号 セイコーマート 宝来

コンビニエンスストア 稚内市宝来４丁目7－37

0162-23-5266

無

稚内第 4号 セイコーマート みなと

コンビニエンスストア 稚内市港５丁目6－52

0162-23-4410

無

稚内第 5号 セイコーマート 稚内中央

コンビニエンスストア 稚内市中央３丁目17-15

0162-23-5881

無

稚内第 6号 セイコーマート きくや

コンビニエンスストア 稚内市潮見１丁目6-18

0162-33-2501

無

稚内第 7号 セイコーマート 若葉台

コンビニエンスストア 稚内市萩見５丁目35番８号

0162-32-2571

無

稚内第 8号 セイコーマート さの末広

コンビニエンスストア 稚内市潮見２丁目5-17

0162-29-4115

無

稚内第 9号 セイコーマート えびす

コンビニエンスストア 稚内市恵比須５丁目1-21

0162-29-2272

無

稚内第10号 セイコーマート きごし

コンビニエンスストア 稚内市萩見２丁目

0162-32-5595

無

稚内第11号 セイコーマート みどり

コンビニエンスストア 稚内市緑４丁目17-5

0162-22-4696

無

稚内第12号 セイコーマート なかがわ稚内 コンビニエンスストア 稚内市港３丁目１番４号

0162-23-2233

無

稚内第13号 セイコーマート 大黒

コンビニエンスストア 稚内市大黒３丁目4-44

0162-24-1717

無

稚内第14号 セイコーマート こまどり

コンビニエンスストア 稚内市こまどり５丁目2-10

0162-23-5858

無

稚内第15号 セイコーマート ふるにし

コンビニエンスストア 稚内市緑２丁目3-19

0162-23-3388

無

稚内第16号 セイコーマート かたやま

コンビニエンスストア 稚内市はまなす２丁目4-1

0162-33-3198

無

稚内第17号 セイコーマート 南稚内

コンビニエンスストア 稚内市末広２丁目1-2

0162-29-0902

無

稚内第18号 セイコーマート 稚内1条通

コンビニエンスストア 稚内市中央５丁目9-17

0162-22-6601

無

稚内第19号 セイコーマート さるふつ

コンビニエンスストア 宗谷郡猿払村浜鬼志別988-2

01635-2-2031

無

稚内第20号 セイコーマート 浜頓別

コンビニエンスストア 枝幸郡浜頓別町大通４丁目

01634-2-0012

無

稚内第21号 セイコーマート 浜頓別緑ヶ丘

コンビニエンスストア 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘３丁目３番地

01634-2-3939

無

稚内第22号 セイコーマート なかとんべつ

コンビニエンスストア 枝幸郡中頓別町字中頓別161-3

01634-6-2721

無

稚内第23号 セイコーマート 枝幸

コンビニエンスストア 枝幸郡枝幸町岬町

0163-62-4649

無

稚内第24号 セイコーマート ふじた枝幸

コンビニエンスストア 枝幸郡枝幸町乙忠部127-1

0163-67-5577

無

稚内第25号 セイコーマート 枝幸さいわい

コンビニエンスストア 枝幸郡枝幸町幸町1312の1

0163-69-2070

無

稚内第26号 セイコーマート 歌登

コンビニエンスストア 枝幸郡歌登町西町120-87

0163-68-3655

無

稚内第27号 セイコーマート とよとみ

コンビニエンスストア 天塩郡豊富町大通り11丁目

0162-82-3222

無

稚内第28号 セイコーマート エベコロ

コンビニエンスストア 天塩郡豊富町大通り1丁目

0162-29-6122

無

稚内第29号 セイコーマート 香深

コンビニエンスストア 礼文郡礼文町大字香深村字ﾍｳｹﾄﾝﾅｲ176

0163-89-6025

無

稚内第30号 セイコーマート 鬼脇

コンビニエンスストア 利尻郡利尻富士町鬼脇字金崎253-1

0163-83-1771

無

稚内第31号 セイコーマート 沓形

コンビニエンスストア 利尻郡利尻町沓形本町81

0163-89-4501

無

稚内第32号 セイコーマート 利尻

コンビニエンスストア 利尻郡利尻富士町鴛泊栄町

0163-82-1962

無

稚内第33号 喫茶 ヴィガ

喫茶店

利尻郡利尻町沓形字本町

0163-84-2230

無

稚内第34号 喰い処 こぶし

居酒屋

利尻富士町鴛泊本町

0163-82-1891

無

稚内第35号 岡田菓子店

パン及び菓子店

利尻富士町鴛泊本町

0163-82-1596

無

稚内第36号 株式会社つぼ八南稚内店

居酒屋

稚内市大黒2丁目7-32

0162-23-2482

無

稚内第37号 株式会社つぼ八稚内潮見店

居酒屋

稚内市潮見2丁目5番37号

0162-34-8888

無

稚内第38号 喫茶風見鶏

喫茶店

稚内市潮見4丁目1番27号

0162-34-5917

有

稚内第39号 (株)光速憧路東映カラオケ108 カラオケ店

稚内市港5丁目８番15号

0162-22-2233

無

稚内第40号 ベントス大黒店

弁当店

稚内市大黒４丁目6－31

0162-24-0001

無

稚内第41号 セイコーマート 稚内中央

コンビニエンスストア 稚内市中央３丁目6-1

0162-23-8710

無

稚内第42号 レストラン ポロ

レストラン

01632-5-2050

無

稚内第43号 セイコーマート ほろのべ店

コンビニエンスストア 幌延町元町２７番地

稚内第44号 レストラン 夕凪

食堂

稚内市富士見園４丁目1487番地

0162-28-1001

無

稚内第45号 セイコーマート 枝幸栄町
稚内第46号 シティ わっかない店

コンビニエンスストア

枝幸町栄町649番地４
稚内市新光町１４８３－７６

0163-62-3555
0162-34-8255

無
無

スーパー

利尻町沓形字本町

電話番号

幌延町北進３９８－１

無

