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店舗等名称 業種 店舗等所在地 電話番号 取扱商品等 営業時間 定休日等

北の岬さくらばな
飲食業／水産加工業／

小売業
奥尻町字稲穂108 01397-2－3630 飲食、お菓子、海産品 9:00～17:00 不定休

長崎商店 小売業 奥尻町字宮津132 01397-2-2116 食品・ﾀﾊﾞｺ等 7:00～19:00 無休

石川商店 小売業 奥尻町字宮津11-1 01397-2-2141 酒類・食品等 7:00～20:00 無休

居酒屋たけし 飲食業 奥尻町字球浦142-1 01397-2-3527 やきとり等 16:30～23:00 無休

奥尻食堂 飲食業 奥尻町字奥尻309-2 01397-2-7771 飲食店
11:00～14:00

17:30～20:30
不定休

ベラビスタ(奥尻港ターミナル２Ｆ) 飲食業 奥尻町字奥尻309-2 ０９０－２８７０－３３６９ パスタ・ドリア等(ｲﾀﾘｱﾝ）
11:00～16:00

17:30～21:00
無休

辻みやげ店(奥尻港ターミナル２Ｆ) 小売業 奥尻町字奥尻309-2 01397-2-3237
海産物、お菓子、うにまるグッズ、奥尻ワイン、お酒他。2,000円以上お買い上げのお客

様に「おくしりハイシャーベット」１個プレゼント
6:00～１７:00 不定休

さとう食材
魚介類販売業／食品販

売業／飲食業
奥尻町字奥尻無番地 01397-2-2258

奥尻島産海産物（うに・あわび・いか・ほっけ・たこ・つぶ・わかめ）、奥尻島産スウィーツ

（ボラ）

夏季10:00～16:00

6/14・6/15は臨時

営業

不定休

ひやま漁協青年部直売所　海館
水産加工販売小売業／

飲食業
奥尻町字奥尻309番地地先 01397-2-7855 水産加工品 10:00～17:00 不定休

㈱明上石油店 小売業
奥尻町字青苗242-12        奥

尻町字奥尻754
01397-3-2033 石油、カー用品等 8:00～18:00 無休

ひまわり弁当 弁当販売業 奥尻町字奥尻315 01397-2-3110 弁当等 10:00～17:00 無休

㈱ライフボックスやました 小売業 奥尻町字奥尻764 01397-2-2010 酒類、化粧品、衣料品他 10:00～19:00 日曜日

セイコーマート奥尻店 コンビニエンスストア 奥尻町字奥尻741 01397-2-2078 食品、飲料品、酒類等 6:00～23:00 無休

（有）石川精肉店 小売業 奥尻町字奥尻755 01397-2-2225 精肉等 9:00～18:00 日曜日

㈱越森石油電器商会 ガソリンスタンド 奥尻町字奥尻309 01397-2-2330 ガソリン、軽油、灯油、タイヤ交換、オイル交換、洗車 8:30～18:30 無休

まつや食堂 飲食業 奥尻町字奥尻772 01397-2-2067 飲食店 11:00～15:00 不定休

叶寿司 飲食業(鮨) 奥尻町字奥尻768-17 01397-2-3340 飲食店、寿司
17:00～22:30

11:00～13：30（夏季）
不定休

㈱加賀谷商店 小売業 奥尻町字奥尻737 01397-2-2007 酒類、タバコ、米、衣類、食品 8:30～19:00 無休

(有)マルミふじやデパート 小売業 奥尻町字奥尻745 01397-2-3161 衣料、化粧品、雑誌、食品 9:00～19:00

焼肉　楽園（ラーメン） 飲食業 奥尻町字奥尻794 01397-2-3480 焼肉、ラーメン
11:30～14:00

17:00～21:00
不定休

焼肉　友苑 飲食業 奥尻町字奥尻811-3 01397-2-2914 焼肉 17:00～21:00 無休

双葉寿司 飲食業(鮨) 奥尻町字奥尻790-3 01397-2-2875 飲食店、寿司
17:00～23:00　　　　11:30

～13:30(夏季)

第1、第2水曜

夏季不休

スナック　ポンユー 飲食業 奥尻町字奥尻785-2 01397-2-3285 飲食店 20:00～25:00 無休

スナック　美喜 飲食業 奥尻町字奥尻759 01397-2-2263 飲食店 20:00～25:00 不定休

スナック　メモリー 飲食業 奥尻町字奥尻766-9 01397-2-2289 飲食店 19:30～24:00 不定休

ベスト電器　奥尻店 小売業 奥尻町字奥尻759 01397-2-2688 家電小売店 9:00～19:00 日曜日

成田薬店 医薬品販売業 奥尻町字奥尻766-4 01397-2-2005 医薬品 9:00～20:00 日曜日

山下商店 小売業 奥尻町字奥尻752 01397-2-2113 釣りエサ等 8:30～18:00 日曜日

澤田商店 小売業 奥尻町字奥尻766 01397-2-2125 食品 8:30～20:00 無休

ヒラキスポーツ 小売業 奥尻町字奥尻265 01397-2-2460 スポーツ用品他 9:00～19:00 不定休

離島仙人(枝松) 水産加工販売小売業 奥尻町字奥尻19-8 01397-2-2212 水産加工品 7:00～20:00 無休

奥尻潜水部会 水産加工業 奥尻町字赤石 01397-2-2851 ホヤ塩辛、ホッケみりん干し、メカブ他 8:00～17:00 不定休

ホーマックニコット奥尻店 小売業 奥尻町字富里11-1 01397-3-2220 ＤＩＹ、日用品、食品等 9:00～19:30 無休

（有）音村石油 ガソリンスタンド 奥尻町字富里15-1 01397-3-2445 ガソリン、軽油、灯油
7:00～18:30　　　　　　8:00

～17:00(日曜日)
無休

(有)丸一森田商店 小売業 奥尻町字青苗242-21 01397-3-2924 食品等 7:00～20:00 無休

(有)青苗ハイヤー タクシー業 奥尻町字青苗111-34 01397-3-2339 タクシー業(定期観光含む) 8:00～24:00 無休

北海寿司 飲食業(鮨) 奥尻町字青苗411-104 01397-3-2288 飲食店、寿司
17:00～22:00

10:30～ 13:30(夏季)
不定休

お食事処　潮騒 飲食業 奥尻町字青苗274-21 01397-3-2839 飲食店 11:00～19:00 火曜日

キモト釣具店 小売業 奥尻町字青苗245-15 01397-3-2472 釣り具等 8:00～20：00 無休

小山精肉店 小売業 奥尻町字青苗274-16 01397-3-2063 精肉 10:00～19:00 無休

クスリのノグチ 医薬品販売業 奥尻町字青苗274-10 01397-3-2028 医薬品 8:30～20:00 不定休

(有)二印西本商店 小売業 奥尻町字青苗102-5 01397-3-2005 酒類、ﾀﾊﾞｺ、食品他 8:15～20:00 無休

スナック　白樺 飲食店 奥尻町字青苗411-74 01397-3-2001 飲食店 19:00～24：00 無休

スナック　和香 飲食店 奥尻町字青苗411-59 01397-3-2208 飲食店 19:00～24：00 日曜日

(有)スーパーあおなえ 小売業 奥尻町字青苗411-55 01397-3-2177 食品、雑貨等 9:00～20 :00 無休

辺見商店 小売業 奥尻町字青苗411-100 01397-3-2008 食品、酒類、ﾀﾊﾞｺ、 9:00～20:00 無休

高島水産直売店 水産加工業 奥尻町字青苗 01397-3-2461 海産物、水産加工品 7：00～17:00 無休

奥尻ゲストハウス～imacoco～ 宿泊業 奥尻町字湯浜100 01397-2-7726
宿泊、体験アクティビティの提供（ＳＵＰ、カヤック、ブナ林ガイ

ド、テントサウナ、ファットバイク）
9:00～日没 不定休
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