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ver. 2021.07.17  

北海道立釧路芸術館 ｢安野モヨコ展 ANNORMAL｣  

地域連携企画 ｢もも得｣ 
｢安野モヨコ展｣の期間中、芸術館と釧路地域のお店が協力しあう相互サ

ービス企画です。釧路で暮らす皆さん、釧路を訪れる皆さんが地域の多

様な魅力にふれる機会となりましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢もも得｣実施期間：7/16 (㊎ 本展開幕日) ～9/20 (㊊㊗ 本展閉幕日) 

※9/21 以降に店舗で｢安野モヨコ展｣観覧券を提示してもサービスは受けられません。また 9/21 以降に

店舗のレシート等を当館に提示しても展覧会観覧料は割引されません。 

 

☆参加店舗は随時募集中！釧路芸術館までお問合せください。 

 

参加店舗では「新北海道スタイル」に基づいた新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。ご

利用の際はマスクの着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保、検温、黙食など、各店舗が実

施する対策にご協力ください。 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、本企画の内容を変更、中止させていただく場合がありま

す。その際はホームページ等にてお知らせいたします。 

 

 

■参加店舗（五十音順）  店名 ｜ サービス内容 住所／電話番号／営業時間／定休日  

※営業時間、定休日等は変更になることがあります。 

※企画内容に関するお問合せは店舗ではなく釧路芸術館までお寄せください。 

 

ANA クラウンプラザホテル釧路  １階メインダイニング デルナード  ｜  

店内飲食された方にお好きな焼き菓子１個 (200 円以内) プレゼント 

釧路市錦町 3-7／0154-31-4770／6:00-21:00／無休 

https://www.anacpkushiro.com 

Instagram @anacrowneplaza_kushiro 

◆｢安野モヨコ展｣観覧券を｢もも得｣参加店舗に提示すると、サー

ビスが受けられます！（観覧券１枚につき１店舗、１回のみ） 
◆｢もも得｣参加店舗のレシート等を芸術館受付に提示すると、｢安

野モヨコ展｣の当日券を割引料金で購入できます！ 
（一般 1,100 円→900 円、高大生 600 円→400 円、中学生 300 円

→200 円） 

＼かもめのももちゃんが目印／ 

https://www.anacpkushiro.com/
https://www.instagram.com/anacrowneplaza_kushiro/
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居酒屋こうぞう｜店内でのご飲食代 10％オフ 

釧路町光和 7-1／0154-38-4050／18:00-24:00／日･第３月･その他不定休有り 

https://www.kouzou.net/ 

Facebook https://www.facebook.com/kouzouhiro/ 

Twitter @izakaya_kouzou  

Instagram @izakaya_kouzou 

支払いは現金のみ、その他割引やクーポン等の併用不可 

 

伊酒屋すと～りあ ｜ お食事の方、お会計より５%オフ 

釧路市末広町 2-3 第 15 エーワンビル３階／0154-23-9478／18:00-23:00／日･祝 

  

イタリア料理 チェントット ｜ ソフトドリンクサービス 

釧路市浪花町 12-1-16 富士マンション１階／0154-68-5554／11:00-14:00、17:00-20:00／月 

Facebook Centotto 

Instagram  @centotto_946_108 

  

イッケンヤカレー コミン ｜ トッピング 100 円引き 

釧路市富士見 3-3-15／090-9431-8308／11:45-15:30 (L.O.15:00)／日･月･祝 

Facebook イッケンヤカレーコミン 

Instagram @comincurry 

 

おたのしけギャラリー ｜ コーヒー注文で当店自慢のベルギーワッフルをサービス（お持ち帰り OK） 

釧路市大楽毛 3-7-21／0154-57-3099／10:00-16:00／水･木､展示期間以外は休み 

Facebook https://www.facebook.com/otanoshikegallery 

Instagram @otanoshike_gallery  

 

海鮮酒場まるとも水産｜ お一人様お会計から 500 円引き 

釧路市北大通 7 丁目 2-2-4／0154-23-2188／17:00-23:30／不定休 

 

火星ツイスト ｜ 安野モヨコ作品にちなんだオリジナルノンアルコールカクテルを１杯サービス 

釧路市北大通 4-6 TK 無線電機商会２階／0154-45-1103／17:00-1:00／月･火 

Facebook https://www.facebook.com/BarMarsTwist 

Twitter @BarMarsTwist 

Instagram  @marstwist 

  

 

 

 

https://www.kouzou.net/
https://www.facebook.com/kouzouhiro/
https://twitter.com/izakaya_kouzou
https://www.instagram.com/izakaya_kouzou
https://www.instagram.com/centotto_946_108
https://www.facebook.com/%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%A4%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC-%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%B3-751954394852732/
https://www.instagram.com/comincurry
https://www.facebook.com/otanoshikegallery
https://www.instagram.com/otanoshike_gallery
https://www.facebook.com/BarMarsTwist
https://twitter.com/BarMarsTwist
https://www.instagram.com/marstwist
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(株)カネタ高橋商店 ｜ 自社昆布製品の試食品セットプレゼント 

釧路市港町 2-5／0154-43-2612／9:00-17:00／日･祝 

http://kaneta-takahashi.com 

店舗ではなく事務所兼工場のため、ご来社前にお電話くださるとスムーズです 

 

cafe & food bar ツミキ｜ ランチ：50 円引き、ディナー：ワンドリンクサービス 

釧路市黒金町 13-1 大光ビル１階／0154-68-5335／11:30-15:00、18:00-24:00／日 

Instagram  @kushiro_tsumiki 

 

喫茶ボロンジ ｜ 喫茶ボロンジのロゴステッカープレゼント 

釧路市末広町 3-2-17／0154-45-1203／14:00-22:00／木･日 

Twitter  @Bolounge 

Instagram  @bolounge.coffee 

店内飲食の場合は１組２名まででご来店ください 

  

釧路プリンスホテル レストラン トップオブクシロ ｜  

ランチご利用時、指定の飲物ワンドリンクサービス 

釧路市幸町 7-1／0154-31-1111／11:30-14:00／無休 

https://www.princehotels.co.jp/kushiro/ 

  

釧路夕日観光クルーズ船 シークレイン ｜ ポストカードプレゼント 

釧路市大町 1-1-11／0154-41-7511／電話受付 10:00-18:00／火･水 

http://www.icom946.com/crane/ 

Facebook 釧路夕日観光クルーズ船シークレイン 

  

釧路ラーメン麺遊会 ｜ 100 円割引またはトッピング１品サービス 

○ら～めん・ぎょうざ ばかあたり 

釧路市星が浦大通 1-8-11／0154-53-6577／11:00-20:00(L.O.19:45) ／月､祝日の場合は火 

Facebook  らーめん 餃子 ばかあたり 

 

○ら～めん・ぎょうざ 火の車 

釧路町桂木 3-1-1／0154-39-2240／11:00-21:00(L.O.20:45) ／月､祝日の場合は火 

Facebook  らーめん・ぎょうざ火の車 

Twitter  @hinokuruma_1106 

 

○ら～めん・ぎょうざ のるかそるか 

釧路町河畔 7-1／0154-65-9866／11:00-20:00(L.O.19:45)／月､祝日の場合は火 

 

http://kaneta-takahashi.com/
https://www.instagram.com/kushiro_tsumiki
https://twitter.com/Bolounge
https://www.instagram.com/bolounge.coffee
https://www.princehotels.co.jp/kushiro/
http://www.icom946.com/crane/
https://www.facebook.com/%E9%87%A7%E8%B7%AF%E5%A4%95%E6%97%A5%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%88%B9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3-1401579146582966/
https://www.facebook.com/%E3%82%89%E3%83%BC%E3%82%81%E3%82%93-%E9%A4%83%E5%AD%90-%E3%81%B0%E3%81%8B%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A-891157111040305
https://www.facebook.com/%E3%82%89%E3%83%BC%E3%82%81%E3%82%93%E3%81%8E%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%96%E7%81%AB%E3%81%AE%E8%BB%8A-111832863692440
https://twitter.com/hinokuruma_1106
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○福龍軒 

釧路市光陽町 23-25／0154-25-2771／11:00-15:00、17:00-19:30／木､第１･第３日 

 

○銀龍 

釧路市鳥取大通 8-7-12／0154-51-8480／11:00-14:30､17:00-21:00(日曜は 20:00 まで) ／月 

 

○拉麺 はちべえ 

釧路市幸町 7-3-10 幸町ビル 2 階／0154-31-1616／11:00-15:00(L.O.14:45)／月、祝日の場合は火 

 

○ら～めん 丸美 春鶴本店 

釧路市鳥取大通 7-2-4／0154-51-1447／11:00-14:00､18:00-20:00(日曜は昼営業のみ)／水 

 

○ら～めん 丸美 春鶴星が浦店 

釧路市星が浦大通 2-6-1 ぴあざフクハラ星が浦店／0154-54-3388／11:00-17:00／無休 

 

○純水春採本店 

釧路市春採 7-2-23／0154-46-2573／11:00-14:45､17:00〜20:45／月､祝日の場合は火 

https://www.jyunsui.com/ 

Facebook  https://www.facebook.com/jyunsuiHARUTORI 

 

○純水イオンモール釧路昭和店 

釧路市昭和中央 4丁目 18-1イオンモール釧路昭和１階／0154-55-7192／11:00-21:00(L.O.20:30)／無休 

https://www.jyunsui.com/ 

Facebook  https://www.facebook.com/jyunsuiAEON 

 

○純水北大通店 

釧路市北大通 7-2／0154-65-7444／11:00-14:45､17:00-20:45／月 

https://www.jyunsui.com/ 

Facebook  https://www.facebook.com/jyunsuiKITA 

 

○虎吉 

釧路市貝塚 3-4-20／0154-41-9988／11:30-20:00(L.O.19:45)／月･第 3 火 

https://www.torakichi946.com/ 

Facebook  https://www.facebook.com/torakichi946 

 

 

 

 

https://www.jyunsui.com/
https://www.facebook.com/jyunsuiHARUTORI
https://www.jyunsui.com/
https://www.facebook.com/jyunsuiAEON
https://www.jyunsui.com/
https://www.facebook.com/jyunsuiKITA
https://www.torakichi946.com/
https://www.facebook.com/torakichi946
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○釧路ラーメン河むら 

釧路市末広町 5-2／0154-24-5334／11:00-14:30､18:30-22:00(日曜・祝日は 14:00 まで)／不定休 

http://ramen-kawamura946.ftw.jp/ 

Facebook 釧路ラーメン 河むら 

 

○麺や北町 

釧路市鳥取大通 7-5-12／0154-51-1555／11:00-15:00､17:00-20:00／火 

http://www.ramen-kitamachi.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/MennyaKitamachi 

 

○拉麺・つけ麺 穂澄 

釧路市愛国西 3-4-1／0154-95-0700／11:30-14:30､17:00-20:00／水･第 3 火 

https://www.eveqro-gift.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/tyanyou.hozumi/ 

 

○麺小僧 

釧路市中園町 12-2／0154-45-1102／11:00-15:00､17:00-21:00(L.O.20:00)／不定休 

https://www.menkozou.com/ 

Facebook 麺小僧  

 

蔵人 ｜ 福司のお試しセットをサービス    

釧路市栄町 3-1／0154-24-8778／19:00-23:30／日･祝 

３名以上の同時入店はご遠慮願います 

 

紅茶専門店 ラスカベツ ｜ 紅茶、コーヒー50 円引き 

釧路市南大通 4-1-5／0154-42-1622／14:50-19:00／火､月末は火･水   

 

さいわい食堂 ｜コーヒー、紅茶の無料サービス 

釧路市幸町 9-1 交流プラザ１階／0154-64-6211／11:30-17:00／金･日･祝 

Instagram @saiwaishitang 

 

shop&cafe RHYTHM ｜ 会計より５％オフ  

釧路市鳥取大通 8-7-27／0154-52-5544／10:30-17:00／日･祝 

https://rhythmkushiro01.stores.jp/ 

Facebook  https://www.facebook.com/Rhythm-257843491089826/ 

Instagram  @rhythmkushiro 

 

 

http://ramen-kawamura946.ftw.jp/
https://www.facebook.com/%E9%87%A7%E8%B7%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3-%E6%B2%B3%E3%82%80%E3%82%89-541798652526389
http://www.ramen-kitamachi.com/
https://www.facebook.com/MennyaKitamachi
https://www.eveqro-gift.com/
https://www.facebook.com/tyanyou.hozumi/
https://www.menkozou.com/
https://www.facebook.com/%E9%BA%BA%E5%B0%8F%E5%83%A7-374577103345286
https://www.instagram.com/saiwaishitang
https://rhythmkushiro01.stores.jp/
https://www.facebook.com/Rhythm-257843491089826/
https://www.instagram.com/rhythmkushiro


6 

 

しろくま堂 ｜ ドリンク 50 円引き 

釧路市新栄町 7-2／090-2696-4690／11:00-18:00／水･日 

Facebook https://www.facebook.com/sirokumadou 

Instagram  @sirokumadou 

  

Spirits ｜ オリジナルノンアルコールカクテル１杯サービス 

釧路市川上町 4 丁目 1-5 赤ちょうちん横丁／080-3268-9500／18:00-25:00／不定休 

Twitter @Spirits20171204 

Instagram @j.spirits 

サービス品以外にも注文をお願いします 

 

 #bokumiichan ｜ #bokumiichan オリジナルメモ帳プレゼント 

釧路市大町 2-2-12／0154-41-8550／10:30-16:00／月･火 

https://www.nakasaka1989.com 

Instagram @bokumiichan 

 

港の屋台ブぅ～｜お好きな巻き物１本サービス 

釧路市錦町 2-4 フィッシャーマンズワーフ MOO ２階／090-5226-4382／17:00-24:00／不定休 

Instagram @minato.buu.0209 

 

麺 CAFE ALL ｜ ラーメン１杯につきソフトドリンク (A メニューより選択) １杯無料 

釧路市愛国西２-3-22／0154-95-0253／12:00-20:00／木 

https://alunno238.wixsite.com/noodles-cafe-all 

Facebook https://www.facebook.com/noodlescafeall/ 

  

YOURs DINING ｜  1,000 円毎に 1 個のスタンプを 2 個プレゼント 

釧路市愛国西 1 丁目 11-6／0154-38-5331／11:00-21:00／火 

http://www.icom946.com/yoursdining/ 

Facebook Jamamart Coffee 

Instagram @yours_dining 

スタンプカードの利用には YOURs DINING オフィシャルアプリのダウンロード(無料)が必要です 

   

和 café slo 兎 ｜ 全てのメニュー１品につき 50 円引き 

釧路市宮本町 2-10-2／0154-42-6737／11:00-18:00／月･木 

https://www.facebook.com/sirokumadou
https://www.instagram.com/sirokumadou
https://twitter.com/Spirits20171204
https://www.instagram.com/j.spirits
https://www.nakasaka1989.com/
https://www.instagram.com/bokumiichan
https://www.instagram.com/minato.buu.0209/
https://alunno238.wixsite.com/noodles-cafe-all
https://www.facebook.com/noodlescafeall/
http://www.icom946.com/yoursdining/
https://www.facebook.com/yoursdining/
https://www.instagram.com/yours_dining

