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増毛町

留萌市

留萌管内では、ホタテガイ、甘エビのほか、ヒラメ、タコ、
サケ等、様々な水産物が水揚げされており、鮮度抜群の生鮮品
や加工品を取り扱っているお店がたくさんあります。
本マップでは、当管内で獲れた水産物及びそれを使用した加
工品を取り扱っているお店を掲載しています。
ぜひ、当管内に足を運んでいただき、留萌管内の水産物をご
賞味ください。
留萌振興局産業振興部水産課

【留萌管内お魚カレンダー】

【
】は漁獲されている期間。実線は期間中で漁獲量が多い期間です。
※写真提供「北海道の漁業図鑑（北海道水産業改良普及職員協議会）」

天塩町

①

天塩町

中央スーパー天塩店

住所：天塩郡天塩町新栄通 11 丁目 1466 番地
TEL：01632-9-2525
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：8:30～20:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（サケ、カレイ類、ハタハタ、カスベ）等

天塩町

④

北るもい漁協天塩支所直売所

②

アルファマート天塩店

住所：天塩郡天塩町海岸通 7 丁目 128 番地
TEL：01632-2-1043
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
取扱品目：シジミ（生、冷凍）、糠ホッケ等

遠別町

⑤

天塩町

③

生鮮マートかっぱい

住所：天塩郡天塩町山手通 5 丁目
TEL：01632-2-1010
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～19:00
定休日：日曜日
取扱品目：鮮魚（サケ、カレイ類）等

遠別町

中央スーパー遠別店

⑥

オロロン農業協同組合
Ａコープ遠別店
遠別町産

「タコ」
取り扱っています！

住所：天塩郡天塩町字天塩 3699-26 内 3669-34-1
TEL：01632-2-1113
営業期間：6～9 月上旬
営業時間：10:00～16:00（日～金）
定休日：土曜日
取扱品目：鮮魚（シジミ、ホッキ、ホタテガイ）、冷凍シジミ、
カレイの唐揚げ、その他加工品等

遠別町

⑦

道の駅えんべつ富士見 売店

住所：天塩郡遠別町字本町 6 丁目
TEL：01632-7-2300
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～20:00
定休日：火曜日
取扱品目：鮮魚（ホタテガイ、カレイ、ホッケ、甘エビ）等

遠別町

⑧

住所：天塩郡遠別町字本町 3 丁目 76 番地 68
TEL：01632-7-3464
営業期間：通年（正月三が日を除く）
営業時間：9:30～19:00(夏季)～18:30(冬季)
定休日：日曜日
取扱品目：煮ダコ、その他鮮魚等

初山別村

古行商店

⑨ 売店レストラン北極星

地方発送
できます！

笑いの絶えない

金額に準じて

明るい商店です！

遠別特産品セット
作ります！

住所：天塩郡遠別町本町 4 丁目
TEL：01632-7-2032
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：8:00～18:30
定休日：なし
取扱品目：ホッキ貝、鮮魚（カジカ、ホッケ、カスベ）
水産加工食品等

住所：天塩郡遠別町字富士見
TEL：01632-9-7555
営業期間：通年
営業時間：10:00～18:00
定休日：火曜日（7、8 月は定休日なし）
取扱品目：煮ダコ、カレイ、ホッケ、ホッキ貝等

初山別村

⑩

北るもい漁協初山別支所

初山別村

⑪

住所：苫前郡初山別村字明里
TEL：0164-67-2234
営業期間：4～10 月中旬
営業時間：10:00～17:00
定休日：水曜日
取扱品目：鮭とば、干しスルメイカ、乾珍味等

焼尻島

梅澤商店

⑫

島の母さん直売所

直売所
初山別産

令和２年度

「ふぐの昆布締め」
フグの粉末で作った

＆

「ふぐだし蕎麦つゆ」

「ふぐの丸干し」

休業

おいしいよ！！

がオススメです！
住所：苫前郡初山別村初山別 48 番地
TEL：0164-67-2252
営業期間：通年
営業時間：8:30～16:30
定休日：土曜日午後、日曜日
取扱品目：煮ダコ頭、タコの足、酢ダコ、酢イカ、フグ製品、
乾燥珍味等

住所：苫前郡初山別村字有明 48 番地
TEL：0164-68-1215
営業期間：通年
営業時間：8:00～18:00
定休日：火曜日
取扱品目：甘エビ加工品、生タコ製品、一夜干し（ハッカク、
イカ、ホッケ、ソウハチ）等

住所：苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜 375 番地
TEL：01648-2-3411
営業期間：6 月中旬～8 月中旬
営業時間：8:30～14:00
定休日：なし
取扱品目：海藻類、塩ウニ、モズク、とろろ昆布等

天売島

天売島

羽幌町

⑬

マリンショップ海鮮オロロンや

⑭

売店 海友丸水産

令和２年度

令和２年度

休業

休業

住所：苫前郡羽幌町大字天売字弁天 168 番地
TEL：01648-3-5011
営業期間：6 月下旬～9 月上旬
営業時間：8:30～15:30
定休日：火曜日
取扱品目：ウニ塩水パック、ウニ缶詰、塩ウニ、殻付きウニ、
煮ダコ等

住所：苫前郡羽幌町大字天売字弁天
TEL：01648-3-5611
営業期間：6 月 1 日～8 月末
営業時間：都合により営業時間に変動有
定休日：不定休
取扱品目：塩ウニ一夜漬け、イカ一夜干し、煮ダコ（頭・足）、
ホッケスティック（一夜干し）等

⑮

はぼろ温泉サンセットプラザ

住所：苫前郡羽幌町北 3 条 1 丁目 29 番地
TEL：0164-62-3800
営業期間：通年（年に 2，3 日の休みあり）
営業時間：7:00～22:00
定休日：なし
取扱品目：管内水産加工会社商品（甘エビ製品、珍味等）、
海藻等

羽幌町

⑯

羽幌町

産直工房 きたる

羽幌町

⑰ ひのきや鮮魚店

③
⑱ 生鮮マートかっぱい
コープさっぽろ はぼろ店

地元に根ざした
コープさっぽろ
はぼろ店です！

住所：苫前郡羽幌町港町 1 丁目 36 番地
TEL：0164-68-7700
営業期間：通年
営業時間：１～3 月 9:00～15:00、4～12 月 9：00～16：00
定休日：木曜日（7,8 月除く）
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ホタテガイ等）加工品等

羽幌町

⑲

ストアーヨーク

住所：苫前郡羽幌町南大通 1 丁目 6 番地
TEL：0164-62-2221
営業期間：通年（年末年始を除く）
営業時間：9:00～18:00
定休日：日曜日
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ホタテガイ）等

住所：苫前郡羽幌町南 3 条 2 丁目 3 ハートタウンはぼろ内
TEL：0164-69-0151
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ヒラメ、ホタテガイ、カレイ類）等

羽幌町

羽幌町

⑳ 株式会社 重原商店

㉑ 蝦名漁業部

地元の
http://www.
Shigehara.jp

水産加工食品を
多く販売

羽幌町

㉒

北のにしん屋さん

エビの専門店！

アクセスして
みてね！

しています！

住所：苫前郡羽幌町南 3 条 2 丁目 3 ハートタウンはぼろ 1 階
TEL：0164-62-3699
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～18:30
定休日：不定休
取扱品目：焼尻名産わかめ、ウニ一夜漬け、管内水産加工品等

エビ漁師が営む

住所：苫前郡羽幌町南 1 条 3 丁目
TEL：0164-62-2138
営業期間：通年
営業時間：8:00～17:00
定休日：日曜日、祝日
取扱品目：鮭とば、タコザンギ、エビわさび、タコわさび、
甘エビ沖漬け等

羽幌町

㉓

ホクレンショップ 羽幌店

住所：苫前郡羽幌町幸町 57
TEL：0164-68-7777
営業期間：３月中旬～１月中旬
営業時間：9：00～16：00
定休日：なし
取扱品目：エビ（生）、タコ、つぶ等

苫前町

ふわっと

㉔ 道の駅 風Ｗとままえ 売店

食堂が隣接し、
名物「羽幌丼」が
食べられます！
Facebook & Twitter
やっています！

住所：苫前郡羽幌町栄町 112-1
TEL：0164-62-2121
営業期間：通年
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
取扱品目：甘エビ、ホタテ、珍味類、北るもい漁協の製品等

住所：苫前郡羽幌町栄町 89
TEL：0164-62-5671
営業期間：通年
営業時間：9:00～14:00
定休日：火曜日
取扱品目：甘エビ、鮮魚等

苫前町

㉕

北るもい漁協海楽市場

苫前町

㉖ 星野水産

住所：苫前郡苫前町字苫前 119-1
TEL：0164-64-2810
建物外売店 4 月末～8 月末
営業期間：建物内売店 通年
営業時間：建物内売店 8:00～18:00
あああああ建物外売店 8:00～16:00
定休日：建物内売店 なし
建物外売店 月～金
取扱品目：苫前町水産加工品等

苫前町

㉗ 株式会社 丸や岡田商店

住所：苫前郡苫前町字苫前 417 番地
TEL：0164-64-2446
営業期間：通年
営業時間：9:00～15:00
定休日：土日、祝日
取扱品目：珍味、ハッカク加工品、
あああああ生鮮（エビ、カレイ類、イカ）等

住所：苫前郡苫前町字苫前 48-4
TEL：0164-64-2448
営業期間：通年
営業時間：8:00～17:00
定休日：土曜日
取扱品目：煮ダコ、酢ダコ等

住所：苫前郡苫前町字苫前 27 番地
TEL：0164-64-2311
営業期間：通年（年末年始、ＧＷ、お盆を除く）
営業時間：8:00～17:00
定休日：日曜日
取扱品目：味つけ数の子、ニシン切込み等

苫前町

小平町

小平町

㉘ Ａマート こたんべつ店

㉙

秋山水産 株式会社

全道Ａコープ
チェーンのうち、
15 店舗のみの低コスト

Facebook & LINE
やっています！

運営Ａマート体系なので

地方発送も

店頭価格も安く

可能です！

押さえている
お店です！
住所：苫前郡苫前町字古丹別 203 番地の 1
TEL：0164-65-4410
営業期間：通年（年始除く）
営業時間：4～10 月 9:30～18:30、11～3 月 9:30～18:00
定休日：日曜日
取扱品目：鮮魚（甘エビ、タラ、カレイ、ハタハタ、
ああああああああサケ、シジミ、ニシン）等

㉚ 藤田水産

住所：留萌郡小平町字鬼鹿千松 333 番地
TEL：0164-57-1078
営業期間：通年（年末年始、お盆除く）
営業時間：9:00～17:00
定休日：不定休
取扱品目：糠ニシン、糠ホッケ、サケ、カレイ等

住所：留萌郡小平町字鬼鹿広富 90 番地
TEL：0164-57-1048
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：1～2 月 平日 8:30～17:00,日曜日 10:00～15:00
3～8 月 8:30～18:00
9～12 月 平日 8:30～17:00,日曜日 8:30～17:00
定休日：なし
取扱品目：タコを使用した加工品、イカの燻製、サケの珍味等

小平町

㉛ 道の駅おびら鰊番屋内プロペラ

小平町

㉜ 臼谷漁港 漁師の店直売所

留萌市

③㉝ 漁師の店
生鮮マートかっぱい
松宝丸

臼谷漁港であがった
新鮮な魚介が
店先に並びます！

住所：留萌郡小平町字鬼鹿広富
TEL：0164-56-1828
営業期間：通年（年中無休）
営業時間：11～3 月 11:00～16:00、4～10 月 10:00～17:00
定休日：なし
取扱品目：ニシンの燻製、酢ダコ、いくら醤油漬け、
あああああホッケの開き、ソウハチ一夜干し、ちぎり帆立等

留萌市

㉞ 井原水産直売店

住所：留萌郡小平町字臼谷 283 番地
営業期間：季節によって異なる
営業時間：季節によって異なる
定休日：不定休
取扱品目：ホタテガイ、ゆでダコ、鮮魚等

住所：留萌市塩見町
TEL：090-5950-2484
営業期間：季節によって異なる
営業時間：季節によって異なる
定休日：不定休
取扱品目：タコ、その他鮮魚等

留萌市

留萌市

㉟ 株式会社 三輪食品

㊱ 丸靖水産

かずのこ製品、
にしん製品、
今話題の”カズチー”
など、販売して
おります！
住所：留萌市船場町 1 丁目 24
TEL：0164-49-2264
営業期間：通年（年末年始、お盆除く）
営業時間：9:00～17:00
定休日：土日祝（9 月～12 月下旬は日のみ）
取扱品目：かずのこ製品、にしん製品、
いくら製品、カズチー等

留萌市

㊲

住所：留萌市明元町 3 丁目 12-1
TEL：0164-43-0355
営業期間：通年（年末年始、お盆除く）
営業時間：9:00～17:00
定休日：日曜日
取扱品目：カスベ唐揚げ、カスベ煮付け、エビ塩辛、
あああああソウハチ糠漬け等

株式会社 浜本商店（幸町売店）

留萌市

㊳

株式会社 浜本商店（沖見店）

住所：留萌市瀬越町 81 番地の 3
TEL：0164-42-4852
営業期間：通年（年末年始、お盆除く）
営業時間：7:00～16:00
定休日：日曜日、不定休
取扱品目：鮮魚（ウニ、アワビ、ホタテ）、干しソウハチ等

留萌市

㊴ 能登直売店

事前予約で
商品をご用意
いたします！

住所：留萌市沖見町 3 丁目 35 番地
TEL：0164-42-3737
営業期間：通年（年末年始を除く）
営業時間：8:00～17:00
定休日：なし
取扱品目：味付け数の子、たらこ等

住所：留萌市幸町 4 丁目
TEL：0164-42-0186
営業期間：通年（年末年始を除く）
営業時間：8:00～17:00
定休日：日曜日（12 月は休みなし）
取扱品目：味付け数の子、たらこ等

留萌市

㊵

留萌市

川上海産物店

住所：留萌市浜中町 526 番地
TEL：0164-42-0710
営業期間：4～11 月
営業時間：9:00～16:00
定休日：不定休
取扱品目：鮮魚（タコ、サケ）、いくら等

留萌市

㊶ 中央スーパー本店

㊷ （有）長田鮮魚店

海が原点。
地場魚を中心に

るもいの名品

販売しています！

季節の味
食卓に。
住所：留萌市錦町 3 丁目 1-4
TEL：0164-42-1407
営業期間：通年
営業時間：10:00～17:30
定休日：不定休
取扱品目：磯ノリ、ギンナンソウ、コンブ製品、
あああああ管内水産加工品等

住所：留萌市錦町 3 丁目 1 番 33 号
TEL：0164-42-0758
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～21:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（カレイ類、サケ、ホタテ、イカ、
あああああウニ、シジミ）等

住所：留萌市栄町 1 丁目 1-10 留萌市駅前市場内
TEL：0164-42-2547
営業期間：通年
営業時間：9:00～17:30
定休日：火曜日
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ホタテ、タコ、カレイ類）、
あああああ管内水産加工品等

留萌市

留萌市

留萌市

㊸ きしはた魚店

㊹

おみやげ処 お勝手屋 萌

㊺ Ａコープるもい ルピナス
当店自慢の
直売コーナーでは

道の駅店が
オープンしました！

留萌管内で収穫される
野菜や果物、近海の
日本海で獲れた水揚げ
したばかりの鮮魚

住所：留萌市栄町 2 丁目 3-13
TEL：0164-42-3632
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：8:30～17:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ホタテ、イカ、カレイ類、
あああああサケ、タコ、ニシン）、管内水産加工品等

住所：留萌市栄町 3 丁目 2-13
TEL：0164-43-1100
営業期間：通年（年末年始を除く）
営業時間：9:00～18:00
定休日：水曜日（１～3 月）
取扱品目：管内水産加工品、コンブ製品等

などを販売
住所：留萌市高砂町 3 丁目 4 番 6 号
TEL：0164-42-2104
しています！
営業期間：通年（正月三が日を除く）
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（甘エビ、ホタテガイ、タコ）、
管内水産加工品等

留萌市

㊻ コープさっぽろ留萌店

留萌市

留萌市

㊼ (株)ヤマ二野口水産

③㊽ マックスバリュ留萌店
生鮮マートかっぱい

工場と併設
留萌産の食材を

令和 2 年 7 月に

しており、北海道産

取り扱っています！

リニューアル

の原料にこだわって

オープン！

販売しています！
住所：留萌市野本町 1 番 1
TEL：0164-43-2661
営業期間：通年
営業時間：9:00～21:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（甘エビ、カレイ類等、ホタテガイ）、
管内水産加工品等

留萌市

㊾ おみやげ処 お勝手屋 萌
道の駅店

住所：留萌市東雲町 1 丁目 30-3
TEL：0164-42-1127
営業期間：通年（年末年始、お盆除く）
営業時間：8:00～17:00
定休日：1～9 月 土日祝、10～12 月 日曜日
取扱品目：いくら醤油漬け、鮭とば等

住所：留萌市南町 4 丁目 73 番 1 号
TEL：0164-43-8800
営業期間：通年
営業時間：8:00～23:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（サケ、甘エビ等）、管内水産加工品等

増毛町

増毛町

㊿ 猪股鮮魚店

51
○

港町市場（遠藤水産）
http://www.
marukoendh.com/
seafood.html

当店でしか
買えない限定品も

旬の鮮魚を

たくさんあります！

販売しています！

住所：留萌市船場町 2 丁目
TEL：0164-42-6010
営業期間：通年（年末年始除く）
営業時間：9:00～18:00
定休日：不定休
取扱品目：管内水産加工品、コンブ製品、味付け数の子等

増毛町

52
○

ぐるめ食品増毛駅直売所

住所：増毛郡増毛町港町 4-26
TEL：0164-53-3119
営業期間：通年（1/1～1/4 除く）
営業時間：9:00～15:00
定休日：火曜日（ただし、7～8 月は休みなし）
取扱品目：鮮魚（甘エビ、煮ダコ等前浜で獲れる魚）、
あああああいくら、イカ沖漬け、ウニ塩辛等の加工品等

住所：増毛郡増毛町舎熊 213-3
TEL：0164-54-2328
営業期間：通年
営業時間：7:00～18:00
定休日：不定休
取扱品目：ソウハチ、タコ、ハタハタ等

増毛町

53
○

増毛町

すが宗

54
○

中央スーパー増毛店

増毛名物
タコザンギあります！

住所：増毛郡増毛町弁天町 1 丁目
TEL：0164-53-1213
営業期間：通年（年末年始を除く）
営業時間：9:00～16:00
定休日：なし
取扱品目：加工品（鮭とば、タコのやわらか煮）等

増毛町

55
○

北日本水産物株式会社直営店

地方発送も

住所：増毛郡増毛町稲葉 1 丁目
TEL：0164-53-3540
営業期間：季節によって異なる
営業時間：季節によって異なる
定休日：不定休
取扱品目：煮ダコ、管内水産加工品等

増毛町

56
○

住所：増毛郡増毛町畠中町 1 丁目
TEL：0164-42-0758
営業期間：通年（元日を除く）
営業時間：9:00～20:00
定休日：なし
取扱品目：鮮魚（ホタテ、イカ、甘エビ、カレイ類、サケ）等

はますい（株）

元祖
「たこのやわらか煮」

承っています！

住所：増毛郡増毛町畠中町 1 丁目
TEL：0164-53-3888
営業期間：通年
営業時間：9:00～17:00
定休日：月曜日（月曜日が祝日なら営業し、火曜日が休み）
取扱品目：鮮魚（ホタテ、イカ、甘エビ、カレイ類、サケ）等

販売しています！

住所：増毛郡増毛町別苅 417 番地 1
TEL：0164-53-9410
営業期間：通年
営業時間：9:00～17:00
定休日：不定休
取扱品目：タコやわらか煮、エビ沖漬け、エビ姿煮等

時期や仕入れ状況により取扱品目に変更がある場合があります。
営業時間等については、念のため、事前に各店舗にお問い合わせください。
なお、当管内には漁港内のお店で水産物を購入できる場所もあります。

