3,000円も

｜札 幌 市 飲 食 店 等グループ 販 売 促 進 支 援 事 業｜

おトク！

札幌市内の対象となる道新ぶんぶんクラブ加盟店で使えるプレミアム付商品券です。総額13,000円分の

プレミアム付商品券で
札幌を思い切り

利用
期間

楽しもう！

2022年

2022年

12月31日

7月20日

まで

おトクな

※ 期限を過ぎた商品券は無効となりますのでご注意ください。

販売
価格

● このクーポン券はぶんぶんクラブ加盟店連合参加店舗のみでご使用できます。 ● このクーポン券で券面額以上の商品をお求めの際は、
差額は現金でお支払いください。 ● ご利用に際しての釣銭はご容赦ください。
● このクーポン券は現金との引き換えはできません。

● このクーポン券の盗難、
紛失または滅失の場合には、
当方では一切責任を負いません。大切にお取り扱いください。

発売
記念

マスク着用、
手指消毒、咳エチケットの徹底をお願いします。
※発熱やのどの痛みなどの感冒症状があるお客様はご来場をお控えください。※ご来場の際は、

※入場時の検温にご協力ください。症状によっては入場をお断りすることがあります。

販売時間 10：00〜17：30

〈1,000円×13枚〉

発行元

道新ぶんぶんクラブ加盟店連合

札幌市中央区大通西3丁目6 北海道新聞社営業局内 電話 011-210-6172（9：30〜17：30 土日祝除く）

販売冊数

お一人様

5冊

まで

販売会開催！7月26日
2022年

10,000円

このPOPのある
お店で使えます！

商品券が、1冊10,000円で購入できるので、3,000円もおトクに食事やレジャーが楽しめます！

予定数量販売次第、終了となります
販売は現金のみ

北海道新聞社 北1条館 1階DO-BOX（札幌市中央区大通西3丁目）

商品券取扱店：最寄りの札幌 市内の北 海 道 新 聞 販 売 所でもお買い求めいただけます。 販売は現金のみとなります。お一人様3冊まで。予定数量終了次第販売を終了させていただきますのでご了承ください。
販売所名

住所

電話番号

販売所名

住所

幌西

札幌市中央区南11条西20丁目4-1

011-561-3715

菊水元町

札幌市白石区菊水元町6条2丁目6-18

西山鼻

札幌市中央区南18条西12丁目4-28

011-561-1028

東札幌

東山鼻

札幌市中央区南18条西8丁目2-2

011-511-3913

中央南

札幌市中央区南4条西9丁目1007-13

南円山

電話番号

販売所名

住所

011-874-2695

藻南

札幌市南区川沿8条2丁目1-11

011-571-6754

札幌市白石区東札幌6条5丁目1-38

011-831-8069

西野北

札幌市西区西町南19丁目4-10

011-668-5222

白石

札幌市白石区平和通6丁目北2-3

011-861-1924

西野

札幌市西区西野7条7丁目1-15

011-661-0974

011-520-1600

北郷

札幌市白石区北郷2条11丁目4-27

011-871-7891

琴似

札幌市西区二十四軒4条3丁目3-5

011-631-3804

札幌市中央区南5条西20丁目1-7

011-561-1506

北白石

札幌市白石区北郷2条2丁目3-11

011-874-5439

八軒

札幌市西区八軒5条西1丁目1-4

011-611-5701

西円山

札幌市中央区南7条西25丁目3-16

011-563-9003

東白石

札幌市白石区本通11丁目南2-6

011-861-2030

発寒

札幌市西区発寒5条6丁目2-1

011-661-2694

中央東

札幌市中央区北1条東7丁目10-55

011-251-2654

もみじ台

札幌市厚別区もみじ台北5丁目1-3

011-897-2508

宮の沢

札幌市西区発寒9条14丁目516-160

011-662-6833

中央北

札幌市中央区北4条西11丁目1

011-221-2642

厚別北

札幌市厚別区厚別北4条4丁目1-1

011-894-1822

西野南

札幌市西区福井6丁目7-1

011-665-3104

あいの里

札幌市北区あいの里2条2丁目7-17

011-778-8100

上野幌

札幌市厚別区上野幌3条3丁目16-14

011-895-1231

宮の森

札幌市西区山の手2条4丁目5-16

011-611-3319

篠路

札幌市北区篠路3条7丁目3-19

011-771-2229

青葉中央

札幌市厚別区青葉町6丁目1-33

011-891-8189

手稲稲穂

札幌市手稲区稲穂3条2丁目1-46

011-683-1615

新琴似西部

札幌市北区新琴似6条13丁目1-7

011-761-3956

月寒

札幌市豊平区月寒西4条10丁目2-14

011-851-2368

手稲中央

札幌市手稲区曙5条2丁目7-63

011-683-2356

新琴似北部

札幌市北区新琴似9条6丁目1-12

011-761-8314

北野通

札幌市豊平区月寒東3条19丁目13-12

011-857-6881

新発寒

札幌市手稲区新発寒4条4丁目4-12

011-685-6101

新川

札幌市北区新川2条3丁目1-13

011-761-5436

南郷

札幌市豊平区月寒東3条5丁目2-10

011-851-0902

手稲星置

札幌市手稲区星置2条8丁目1-33

011-688-1773

屯田

札幌市北区屯田5条7丁目1-60

011-771-7113

月寒東

札幌市豊平区月寒東4条15丁目3-11

011-854-4020

手稲前田

札幌市手稲区前田8条10丁目5-18

011-683-4933

幌北

札幌市北区北19条西7丁目1-1

011-757-6016

西岡

札幌市豊平区西岡3条9丁目5-3

011-851-7464

手稲富丘

札幌市手稲区富丘2条5丁目1-1

011-682-5451

麻生

札幌市北区北32条西5丁目3-20

011-716-1435

中の島

札幌市豊平区中の島1条9丁目4-11

011-811-4361

清田

札幌市清田区清田6条3丁目7-25

011-883-1139

札苗

札幌市東区東苗穂15条2丁目1-12

011-769-0104

美園

札幌市豊平区美園3条3丁目1-23

011-831-2019

平岡

札幌市清田区平岡6条2丁目3-15

011-881-5006

札幌鉄北

札幌市東区北11条東3丁目2-10

011-711-7090

福住

札幌市豊平区福住1条5丁目8-22

011-852-4138

北野

札幌市清田区北野7条2丁目8-32

011-881-7660

光星

札幌市東区北16条東14丁目2-18

011-741-5920

木の花

札幌市豊平区平岸4条4丁目4-1

011-812-3303

花川南

石狩市花川南5条1丁目24-3

0133-73-1714

新道

札幌市東区北31条東12丁目1-5

011-731-0255

平岸

札幌市豊平区平岸6条13丁目7-18

011-821-8348

花川北

石狩市花川北2条2丁目201-6

0133-74-5231

丘珠

札幌市東区北36条東29丁目9-3

011-780-2500

豊平中央

札幌市豊平区豊平6条3丁目2-30

011-811-2839

花川東

石狩市花川北6条2丁目120

0133-74-3951

栄町中央

札幌市東区北44条東3丁目1-13

011-731-2620

真駒内

札幌市南区真駒内泉町2丁目2-31

011-581-2488

石狩

石狩市親船東3条1丁目177

0133-62-4451

栄町東

札幌市東区北45条東17丁目1-1

011-782-3939

澄川

札幌市南区澄川5条11丁目1-4

011-584-1911

大曲

北広島市大曲幸町1丁目1-12

011-373-2387

苗穂

札幌市東区本町2条6丁目1-1

011-781-8363

石山

札幌市南区石山2条6丁目7-88

011-591-8570

広島

北広島市中央1丁目3-5

011-373-5925

菊水

札幌市白石区菊水5条2丁目2-11

011-823-6141

川沿北

札幌市南区川沿6条3丁目2-5

011-571-3717

北広島

北広島市白樺町1丁目8-10

011-373-2387

商品券が使えるお店は裏面または右の二次元バーコードでご確認できます！ https://adv.hokkaido-np.co.jp/syouhinken/

電話番号

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌北24条店

北区北24条西5丁目1-11

011-708-6366

11:00〜翌1:00（金土祝前日 翌4:00まで）

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌駅西口店

北区北7条西4丁目3 宮澤ビル 5階

011-700-0288

11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで）

サロン

桜ＤＥＣＯ プリム

北区太平12条4丁目9-10

011-774-3339

9:00〜18：30

カー用品店

タイヤガーデン 札幌新川店

北区新川4条16丁目2番12号

011-768-1155

10:00〜19:00（日曜 〜18:00）

スポーツ施設

ディノスボウル札幌麻生

北区北40条西4丁目1番1号 ASABU LAND 2階

011-746-1120

花屋

花のこすぎ

北区屯田4条7丁目7-31

011-774-2760

8:45〜18:30

眼鏡店

藤田めがね

北区屯田4条6丁目7-7

011-773-3536

8:00〜19:00 水曜定休

眼鏡店

メガネのミヤタ

北区篠路2条5丁目1-14

011-771-3187

10:00〜19:00

洋食・中華店

あずま亭

東区北45条東16丁目1-8

011-785-3355

11:00〜15:00、17:00〜21:30 水曜定休

焼肉店

サッポロビール園 ケッセルホール

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

焼肉店
ジャンル

サッポロビール園 トロンメルホール
店舗名

東区北7条東9丁目2-10
住所

011-742-0505
電話番号

11:30〜21:00
営業時間

焼肉店

サッポロビール園 ポプラ館

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

東区

ご 使用可 能 店 舗 一 覧
ジャンル

〈日〜木・祝〉
7:00〜23:00〈金土祝前日〉7:00〜翌2:00

アジアン料理店

タイ国料理 マニータイ

中央区南3条西5丁目 三条美松ビル地下1階

011-232-5665

11:00〜14:30、17:00〜22:30 不定休

居酒屋・パブ

アイリッシュパブ ブライアンブルー 桑園本店

中央区北11条西14丁目1-75 シルクロ-ドビル2階

011-746-6696

11:30〜15:00（ランチ平日のみ）、17:00〜23:00 日祝定休

焼肉店

サッポロビール園 ライラック

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

居酒屋・パブ

ビア居酒屋 バジルバジル

中央区南8条西5丁目289-138

011-561-3533

17:00〜26:00

焼肉店

サッポロビール園 ガーデングリル

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

居酒屋・パブ

やきとり あぶりあぶり

中央区南9条西6丁目421-16

011-561-8484

17:00〜26:00 月曜定休

ショップ

サッポロビール園 ガーデンショップ

東区北7条東9丁目2-10

011-742-8573

11:30〜21:00

居酒屋・パブ

居酒屋 美濃家

中央区北1条西3丁目 バラト北1条ビル地下1階

011-242-6600

17:00〜22:00

ショップ

サッポロビール園 ミュージアムショップ

東区北7条東9丁目2-10

011-742-1121

11:30〜21:00

居酒屋・パブ

北のうまいものや 一松魚力

中央区大通西4丁目1 新大通ビル地下2階

011-272-0730

11:30〜23:00 日祝定休

和食店

手打ちそば処 藪忠

東区北34条東14丁目2-8

011-731-0997

11:30〜20:30

カフェ・喫茶店

カフェ エデン 円山店

中央区円山西町7丁目2-37

011-590-1860

11:00〜18:00

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌北19条東店

東区北19条東8丁目3-2

011-711-2828

11:00〜22:30

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 サッポロファクトリー店

中央区北1条東4丁目8-1
サッポロファクトリ-フロンティア館2階

011-218-3818

10:00〜22:00

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 東苗穂店

東区東苗穂5条2丁目11-18

011-787-0707

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 元気カフェ

中央区北1条西2丁目 市役所庁舎1階

011-211-3231

8:00〜17:30

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌環状通北光店

東区北15条東7丁目1-26

011-712-6001

11:00〜翌1:00（金土祝前日 翌4:00まで）

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 大通店

中央区大通西3丁目11番地 北洋ビル地下2階

011-233-3818

月〜土 10:00〜20:00、
日・祝 10:00〜18:00

カラオケ店

MASH 北42条店

東区北42条東7丁目 シマビル 2階

011-752-5532

10:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで）

中華店

星華楼

中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリ-アトリウム地下1階

011-207-4013

10:00〜22:00

カー用品店

タイヤガーデン 札幌元町店

東区北26条東21丁目4番8号

011-780-1155

10:00〜19:00（日曜 〜18:00）

焼肉店

狸小路やまごや

中央区南2条西2丁目7 ライオンビル地下1階

011-251-1573

洋食店

アサヒビール園 白石はまなす館

白石区南郷通4丁目南1-1

011-863-5251

11:30〜21:30

洋食店

銀座ライオン

中央区南2条西2丁目7 ライオンビル1F

011-251-1573

11:00〜21:00

洋食店

アサヒビール園 ロイン亭 白石店

白石区南郷通4丁目南1-1

011-860-5061

【ランチ】
11:30〜15:30
【ディナー】
〈平日〉
、土日祝〉
17:00〜21:30〈
16:00〜21:30

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌すすきの4・2店

中央区南4条西2丁目11-7 TOMORU 2階

011-261-2989

17:00〜23:00

スポーツ施設

ＮＡＣ札幌

白石区東札幌3条1丁目1-1 ラソラ札幌Aタウン1階

011-812-7979

〈月〜土〉
10:00〜22:00〈日〉10:00〜20:00

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌駅前店

中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル地下1階

011-200-2989

11:00〜15:00、17:00〜23:00

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌北郷店

白石区北郷2条13丁目3-15

011-872-2251

11:00〜翌1:00（金土祝前日 翌3:00まで）

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌大通南1条店

中央区南1条西4丁目16-1 南舘ビル1階

011-219-2989

11:00〜15:00、17:00〜23:00

スクール

サッポロフローラルクリエーションスクール
東札幌校

白石区東札幌5条1丁目20（株）
ブランディア花市場

011-222-0878

10:30〜17:00

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌宮の森店

中央区北4条西28丁目1番15号 スドウビル1階

011-613-2989

17:00〜23:00

スポーツ施設

ディノスボウル札幌白石

白石区南郷通1丁目北8番1号

011-860-1234

洋食店

オムライス＆カフェ エスプーマ

中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリ-アトリウム 地下1階

011-271-2299

10:00〜22:00

花屋

花の紫紅堂

白石区北郷3条6丁目8-1

011-873-8787

9:00〜19:00

洋食店

札幌牛亭 サッポロファクトリー店

中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリ-アトリウム1階

011-271-3700

洋食店

スカイレストラン ハレアス

厚別区厚別中央2条5丁目5-25
ホテルエミシア札幌31階

011-892-3855

11:30〜14:30、17:30〜22:00

和食店

かにと道産料理 雪華亭

中央区南3条西4丁目 J-BOXビル地下1階

011-251-1366

17:00〜22:00

和食店

和 ｓａｔｏｈ

厚別区青葉町9丁目6-1

011-890-1275

17:00〜23:00 火曜定休

和食店

牛たん炭焼 利久 赤れんがテラス店

中央区北2条西4丁目1 赤れんがテラス3階

011-252-0001

11:00〜23:00

スポーツ施設

厚別パークボウル

厚別区厚別中央3条4丁目5-1

011-891-5589

9:00〜22:00

洋食店

フランス料理 華蘭亭

中央区北4条東1丁目3番地 ホテルモントレ札幌

011-330-4477

11:30〜15:00、17:00〜21:00 火曜定休(祝日除く)

カー用品店

タイヤガーデン 札幌厚別店

厚別区厚別東5条4丁目10番30号

011-898-2222

10:00〜19:00（日曜〜18:00）

和食店

日本料理 隨縁亭

中央区北2条西1丁目1番地
ホテルモントレ札幌エーデルホフ

011-330-4461

11:30〜15:00、17:00〜21:00 水曜定休(祝日除く)

スクール

パソコン教室ドリームプラス

厚別区厚別南2丁目5-5 京屋ビル1階

011-895-8670

カラオケ店

MASH サイバーシティ店

中央区南5条西2丁目 サイバ-シティビル6階

011-532-3511

22:00〜翌6:00（金土祝前日 19:00〜翌6:00）

スパ施設

リラクゼーションスパ・アルパ

厚別区厚別中央2条5丁目5-25
ホテルエミシア札幌地下1階

011-895-8822

11:00〜24:00

カラオケ店

MASH ブロード店

中央区南3条西5丁目 ノルベサビル4階

011-271-8686

日祝 翌1:00まで）
11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで、

カレー店

さっぽろ特濃カレー

豊平区平岸2条13丁目3-10 オクムラビル1階

011-816-4444

11:30〜21:00

カラオケ店

MASH 札幌ナナイロ店

中央区南2条西4丁目 札幌ナナイロビル5階

011-206-7789

日祝 翌1:00まで）
11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌6:00まで、

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 豊平店

豊平区平岸4条1丁目4-4

011-817-3930

10:00〜22:00

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌すすきの南4条店

中央区南4条西4丁目7 松岡ビル2階

011-252-0288

月〜木 11:00〜翌2:00
（金土祝前日 翌3:00まで、
日祝 翌1:00まで）

居酒屋・パブ

やきとり大吉 平岸店

豊平区平岸2条3丁目2-22

011-824-4458

17:00〜23:00

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌北3条店

中央区北3条西2丁目8-3

011-222-1715

11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで）

カラオケ店

MASH 月寒店

豊平区月寒中央通2丁目1-1 R36ひまわり2階

011-856-8871

〈月〜木〉
11:00〜翌2:00〈金祝前日〉11:00〜翌3:00
〈土〉
10:00〜翌3:00〈日祝〉10:00〜翌2:00

カラオケ店

スリラーカラオケ 札幌南3条店

中央区南3条西2丁目1-5

011-232-0311

11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌6:00まで）

スポーツ施設

ワールドウィング札幌

豊平区平岸3条14丁目3-3 紅桜観光ビル2階

011-376-5650

〈平日〉
10:00〜21:00〈土日祝〉
10:00〜19:00 火曜・最終月曜定休

カー用品店

タイヤガーデン 札幌中央店

中央区南4条西15丁目2番5号

011-563-2528

9:00〜17:30

カフェ・喫茶店

Ｃａｆｅ ＺＩＫＫＡ

清田区平岡公園東11丁目12

011-882-7018

10:00〜19:00

サロン

アーユルヴェーダ ディヴァーナ

中央区南8条西4丁目422-41
オリエンタルホテル715号室

011-839-5916

11:00〜20:00

洋菓子店

シャトレーヌ

清田区清田3条2丁目7-8

011-881-1232

10:00〜19:00

スーパー

フーズバラエティ すぎはら

中央区宮の森1条9丁目3-13

0120-202-447

10:00〜19:00

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 清田本店

清田区清田1条3丁目1-66

011-881-7455

9:00〜21:00

スクール

サッポロフローラルクリエーションスクール
花奈フラワー校

中央区南8条西9丁目755-22 ラベニュ-札幌1階

011-222-0878

13:00〜15:00

カフェ・喫茶店

宮田屋珈琲 美しが丘店

清田区美しが丘2条1丁目6-7

011-887-3818

10:00〜19:00

スクール

サッポロフローラルクリエーションスクール
中央校

中央区南2条西6丁目14 大友ビル5階

011-222-0878

13:00〜17:00

カレー店

南インドスープカレー天竺 清田本店

清田区平岡1条1丁目7-1

011-802-5175

11:00〜20:30

スパ施設

スカイリゾートスパ
「プラウブラン」

中央区北5条西2丁目5
JRタワーホテル日航札幌22階

011-251-6366

12:00〜23:00

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌美しが丘店

清田区里塚1条2丁目1-8

011-888-1788

11:00〜翌1:00（金土祝前日 翌3:00まで）

スポーツ施設

サッポロオリンピアボウル

中央区北1条東12丁目316-4

011-241-0161

10:00〜24:00

カー用品店

タイヤガーデン 札幌里塚店

清田区真栄3条2丁目23番10号

011-885-1221

10:00〜19:00（日曜 〜18:00）

スポーツ施設

ディノスボウル ノルベサ

中央区南3条西5丁目1-1 NORBESA6階

011-290-6301

10:00〜翌5:00

サロン

リフレクソロジー足もみ 札幌おおもり

清田区清田7条3丁目14-5

011-881-3370

10:00〜19:00 木曜定休

陶器

陶遊

中央区南11条西22丁目1-1 コバヤシビル1階

011-552-7474

10:00〜18:00

カフェ・喫茶店

花論珈琲茶房 藻岩本店

南区藻岩下2丁目4-11

011-583-9349

11:00〜23:00

仏具店

お仏壇のよねはら

中央区南4条西2丁目2

011-511-7725

9:30〜18:00 木曜不定休

カフェ・喫茶店

花論珈琲茶房 柏丘店

南区真駒内柏丘11丁目1-94

011-584-9439

11:00〜23:00

宝飾店

ヴァンクールマキ

中央区南4条西3丁目 さっぽろ地下街ポ-ルタウン

011-241-3711

10:00〜20:00

和食店

そば處 盛朗庵

南区真駒内柏丘3丁目1-41

011-582-6111

11:00〜15:00 元旦〜3日定休日

眼鏡店

円山裏参道 中川眼鏡店

中央区南1条西21丁目2-5-2

011-622-7778

10:00〜18:00 木曜定休(他臨時休業あり)

洋食店

ビュッフェレストラン
（定山渓万世閣ホテルミリオーネ）

南区定山渓温泉東3丁目

0570-08-3500

和装小物店

きもののきらくや

中央区北4条西18丁目2-2 リュ-ズビル1階

011-624-5283

10:00〜18:00 水曜定休

カフェ・喫茶店

バーチテラス〜ベーカリー＆カフェ〜
（定山渓万世閣ホテルミリオーネ）

南区定山渓温泉東3丁目

0570-08-3500

8:00〜18:00 ※パンは無くなり次第終了

チケット販売

道新プレイガイド

中央区大通西3丁目道新本社1階

0570-00-3871

10:00〜17:00 日曜定休

居酒屋・パブ

居酒屋「北の国」
（定山渓万世閣ホテルミリオーネ）

南区定山渓温泉東3丁目

0570-08-3500

16:00〜24:00

カレー店

カレー食堂 心

北区北15条西4丁目2-23 シティハイムN15 A棟1階

011-758-8758

11:30〜22:00

スパ施設

日帰り入浴
（定山渓万世閣ホテルミリオーネ）

南区定山渓温泉東3丁目

0570-08-3500

12:00〜20:00

和食店

牛たん炭焼 利久 パセオ店
（10月末まで） 北区北6条西2丁目1-7 パセオウエスト地下1階

011-200-3223

11:00〜23:00

ショップ

売店
（定山渓万世閣ホテルミリオーネ） 南区定山渓温泉東3丁目

0570-08-3500

7:00〜21:00

カフェ・喫茶店

神野喫茶店

北区新琴似10条7丁目1-1

011-766-5556

10:00〜17:00

洋食店

ＭＯＩＷＡ三荘

南区北ノ沢1819番160

011-572-3508

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌北24条店

北区北24条西5丁目1-11

011-708-6366

11:00〜翌1:00（金土祝前日 翌4:00まで）

花屋

百々屋

南区真駒内柏丘8丁目3-10

011-581-8577

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌駅西口店

北区北7条西4丁目3 宮澤ビル 5階

011-700-0288

11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで）

洋食店

札幌牛亭 琴似店

西区琴似4条1丁目1-1 コルテナIビル1階

011-613-1100

サロン

桜ＤＥＣＯ プリム

北区太平12条4丁目9-10

011-774-3339

9:00〜18：30

焼肉店

松尾ジンギスカン 札幌琴似店

西区琴似1条1丁目1番20号（鉄道高架下） 011-612-2989

11:00〜15:00、17:00〜22:30

カー用品店

タイヤガーデン 札幌新川店

北区新川4条16丁目2番12号

011-768-1155

10:00〜19:00（日曜 〜18:00）

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌琴似店

西区琴似1条3丁目3-14

011-613-8788

11:00〜翌2:00（金土祝前日 翌4:00まで）

スポーツ施設

ディノスボウル札幌麻生

北区北40条西4丁目1番1号 ASABU LAND 2階

011-746-1120

カラオケ店

MASH 琴似駅前店

西区琴似2条1丁目 5588KOTONI 2階

011-640-3663

10:00〜翌1:00（金土祝前日 翌3:00まで）

花屋

花のこすぎ

北区屯田4条7丁目7-31

011-774-2760

8:45〜18:30

テーマパーク

白い恋人パーク

西区宮の沢2条2丁目11-36

011-666-1481

10:00〜17:00

眼鏡店

藤田めがね

北区屯田4条6丁目7-7

011-773-3536

8:00〜19:00 水曜定休

カウンセリング

自分に戻る旅にナビゲート アロマルナ

西区琴似2条3丁目2-5

090-8708-2511

10:00〜16:00

眼鏡店

メガネのミヤタ

北区篠路2条5丁目1-14

011-771-3187

10:00〜19:00

燃料店

有限会社奈良木燃料店

西区発寒9条13丁目5-5

011-667-3070

9:00〜18:00

洋食・中華店

あずま亭

東区北45条東16丁目1-8

011-785-3355

11:00〜15:00、17:00〜21:30 水曜定休

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌宮の沢店

手稲区西宮の沢5条2丁目11-15

011-668-8888

11:00〜翌1:00（土祝前日 翌4:00まで）

焼肉店

サッポロビール園 ケッセルホール

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

カラオケ店

カラオケ歌屋 札幌手稲前田店

手稲区前田5条10丁目5-30

011-686-2088

11:00〜翌2:00（土祝前日 翌4:00まで）

焼肉店

サッポロビール園 トロンメルホール

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

スポーツ施設

ディノスボウル札幌手稲

手稲区前田1条11丁目 西友手稲店3階

011-699-2200

焼肉店

サッポロビール園 ポプラ館

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

南区
西区

〈日〜木・祝〉
7:00〜23:00〈金土祝前日〉7:00〜翌2:00

手稲区

焼肉店

〈平日〉
11:00〜15:00、17:00〜22:00〈土日祝〉11:00〜22:00

清田区

焼肉店

〈平日〉
9:00〜14:30、16:30〜21:00〈土日祝〉9:00〜21:00

豊平区

東区

営業時間

厚別区

東区

電話番号

白石区

北区

住所

東区

中央区

店舗名

〈金・土〉
10:00〜23:00〈日〜木〉10:00〜22:00

〈月〜木〉
9:00〜翌1:00〈金土祝前日〉9:00〜翌3:00
〈日〉
6:00〜翌1:00（祝日は各曜日と同じ）

〈火・金〉
9:00〜11:50〈水・木〉
9:00〜17:20〈土・日〉
9:00〜16:20
毎週月曜・毎月29日以降定休

【ランチ】
(土日祝限定)11:30〜14:00【ディナー】17:30〜21:00

〈火〜木〉
11:00〜20:00〈金〜日〉11:00〜21:00

10:00〜18:00 日・月曜定休
〈平日〉
11:30〜14:15〈土日祝〉11:30〜15:00、17:00〜21:30

〈日〜金・祝〉
8:00〜24:00〈土祝前日〉8:00〜翌2:00

サッポロビール園 ライラック ・営業時間は、
各店の営業日
時短営業などで変更となる場合がありますので、お出かけ前に一度お確かめください。
サッポロビール園 ガーデングリル

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

東区北7条東9丁目2-10

011-742-0505

11:30〜21:00

