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チャイニーズコタン華鈴花 大通西19丁目 ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大通第2 ＳＯＵＰ　ＣＵＲＲＹ　ＳＨＯＰ　ＭＡＨＡＮＡ 北4条西4丁目 札幌国際ﾋﾞﾙB1F

くいしんぼうの店　おおみや 大通西19丁目1-29 ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大通第2 北海ラーメン　札幌駅前店 北4条西4丁目 札幌国際ﾋﾞﾙB1F

手打ちそばさくら　大通店 南1条西4丁目5 大手町ﾋﾞﾙB1F 手作り居酒屋　かっぽうぎ　札幌アスティ店 北4条西5丁目 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ2F

おにとこ円山 南1条西23丁目1-33 札幌らーめん～Ｔｕｎａｔｏｒｉ～ 北4条西6丁目1 札幌毎日会館1F

炭や　焼肉徳寿　南２条店 南2条西1丁目1-5 bitbetter 宮の森1条10丁目3-23 ﾋﾙｽﾞﾗﾎﾞ2F

博多うまかもん　ぶあいそ　南三条店 南3条西2丁目7-4 

郷土料理おが 南3条西3丁目 ｻﾝｽﾘｰﾋﾞﾙ8F

パフェや　パフェラッチョ　ぷ 南3条西3丁目 ﾌﾟﾚｲﾀｳﾝふじ井ﾋﾞﾙ9F

炭焼き　BAR　倉庫 南3条西3丁目3 GDINING札幌2F

九州居酒屋　ふうり　南三条店 南3条西3丁目3 GDINING札幌2F 肉バル酒場　カーニバル　札幌駅北口店 北7条西2丁目19 

札幌ぶたや　〇３８ 南3条西3丁目3 GDINING札幌2F 海鮮個室居酒屋　魚太郎　札幌駅北口店 北7条西2丁目19-2F 

炭火やBB　五番街 南3条西4丁目21-3 五番街ﾋﾞﾙ5F 創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎　札幌駅北口店 北7条西2丁目20 東京建物札幌ﾋﾞﾙB1

ふくの家　たなか 南3条西5丁目 三条美松ﾋﾞﾙ7F まぜそば専門店　麺や太郎 北7条西2丁目20 東京建物札幌ﾋﾞﾙB1

焼肉徳寿　しんら亭 南3条西5丁目14 三条美松ﾋﾞﾙ2F 北海道食市場　丸海屋 北8条西4丁目5 ﾎﾃﾙﾏｲｽﾃｲｽﾞ札幌ｱｽﾍﾟﾝ1F

スープカレー　SOUL　STORE 南3条西7丁目3-2 F.DERSS7BLD2F 博多　ぶあいそ　別邸 北8条西5丁目7 北大南門前

そば処　丸長本家 南3条西9丁目998 炭火やBB　北２４条店 北24条西4丁目2-8 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾋﾞﾙB1F

円麦 南3条西26丁目2-23 炭火やBB　麻生店 北40条西4丁目1-1 ASABULAND2F

和喰今昔生活酒屋　文化食堂 南4条西2丁目 ｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ1F いわい珈琲 あいの里3条4丁目1-5 

寿司・道産料理　おたる亭　本店 南4条西3丁目 ﾆｭｰ北星ﾋﾞﾙ9F まつりや　新琴似店 新琴似2条8丁目8-8 

寿司・道産料理　おたる亭　すすきの店 南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙ4F ラーメン　めんぞう　屯田店 屯田7条9丁目3-2 

酒肴酒菜　掌 南4条西3丁目 ﾆｭｰ北星ﾋﾞﾙB1F

ＮＩＫＫＡＦＯＯＤ．．ＩＮＧ　ＢＡＲ　ＤＯＩＧＴ［ドワ］ 南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙ2F

プリン本舗　すすきの店 南4条西3丁目 第3ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ1F 焼肉徳寿　光星店 北8条東5丁目19-1 

カジュアル割烹　八寸 南4条西3丁目1-2 N-PLACEﾋﾞﾙ2F レストラン　ローリエ 北24条東16丁目1-21 FC元町ﾋﾞﾙ2F

北の海手箱　風 南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙB1F 焼肉徳寿　新道店 北34条東20丁目2-1 

選りすぐりの純米酒を揃えた店　なかなか 南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙ別館B1F 宮田屋珈琲　東苗穂店 東苗穂5条2丁目11-18 

大安居酒屋　日の出本舗 南4条西4丁目 恵愛ﾋﾞﾙ3F

羊々亭 南4条西4丁目5-5 松岡ﾋﾞﾙ5F

TENPURA＋wine　よんなよんな 南4条西5丁目8 F45ﾋﾞﾙ4F らー麺　家康 北郷2条4丁目2-18 佐藤ﾋﾞﾙ1F

フランス料理　ル・ジャンティオム 南4条西8丁目 ｻﾝﾌﾟﾗｰｻﾞ札幌1F ＺＵＣＣＡＦＥ２２ 本郷通12丁目南4-15 土屋ﾋﾞﾙ1F

福の樹 南4条西10丁目1004-1 南四条ﾕﾆﾊｳｽ1F 焼肉徳寿　白石店 本通16丁目北12-36 

creperietsukiクレープリー月 南4条西20丁目1-43 

【カレー専門店】円山教授。 南4条西21丁目1-27 第5藤栄ﾋﾞﾙ1F

地球料理　痛快食堂 南5条西2丁目 ｻｲﾊﾞｰｼﾃｨﾋﾞﾙ13F 焼肉徳寿　福住店 福住1条1丁目1-1 

ラーメン研究所　我流る！ 南5条西2丁目 第6ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ1F さっぽろ特濃カレー 平岸2条13丁目3-10 

異酒屋　地球人 南5条西2丁目 ｻｲﾊﾞｰｼﾃｨﾋﾞﾙB1F 宮田屋珈琲　豊平店 平岸4条1丁目4-4 

直営千歳鶴 南5条西3丁目 ﾆｭｰすすきのﾋﾞﾙ 焼肉徳寿　豊平店 豊平3条11丁目2-32 

おいしい村　月夜のたぬき 南5条西3丁目 美松ﾋﾞﾙ2F

北海道ジンギスカン　蝦夷屋 南5条西3丁目 北専ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

満龍　南5条店 南5条西3丁目 ﾆｭｰﾌﾞﾙｰﾅｲﾙﾋﾞﾙ1F シチュー屋さん　ポトフ 真栄5条2丁目2-22 

てっぱん焼きダイニング　ゑびす 南5条西3丁目8 N･ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾋﾞﾙ2F 宮田屋珈琲　清田本店 清田1条3丁目1-66 

海鮮お好み焼きＤｉｎｉｎｇ　雪昇 南5条西3丁目8 N･ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾋﾞﾙ2F 宮田屋珈琲　美しが丘店 美しが丘2条1丁目6-7 

札幌ラーメン　悠－はるか－ 南5条西3丁目8 N･ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾋﾞﾙ1F 焼肉徳寿　平岡店 平岡4条1丁目43-1 

やきとり　ちょっと一杯 南5条西4丁目 第2高瀬ﾋﾞﾙ2F 手打ちそばさくら　平岡本店 平岡公園東1丁目12-5 

日本酒専門店　ＭＯＮＤＯ 南5条西4丁目9-21 第二竹林ﾋﾞﾙ1F 炭火やBB　栄通店 北野7条1丁目7-8 

ころも亭　加津味 南5条西5丁目 すすきの5･5ﾋﾞﾙ2F

インドカレー　ミルチ 南5条西20丁目1-16 

酒と肴　ぐ～ 南6条西3丁目 AIﾋﾞﾙ2F 元気酒場　マルキチタイガー 真駒内本町6丁目1-7 次郎長ﾋﾞﾙ

満龍　駅前通り店 南6条西3丁目 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F 佐藤洋菓子店 澄川4条6丁目4-3 

呑み食い処　ひで 南6条西3丁目6-31 ｼﾞｮｲﾌﾙ酒肴小路ﾋﾞﾙ408

炭焼居酒屋　一発ドン 南6条西4丁目 すすきの市場向い

ＢＡＲ＆ＨＯＵＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｂｅｔｔｉｅ　６４ 南6条西4丁目 APR64ﾋﾞﾙ1F 炭火やBB　琴似店 琴似1条2丁目5-3 ﾊｼﾓﾄﾋﾞﾙ1F

鮨わたなべ　札幌店 南6条西4丁目1 ﾌﾟﾗｻﾞ6･4ﾋﾞﾙ4F 創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎　琴似本店 琴似1条2丁目5-6 琴似一番館ﾋﾞﾙ

炭火やBB　別邸 南6条西4丁目2-4 ｽｽｷﾉ野口ﾋﾞﾙ1F 海鮮個室居酒屋　魚太郎　琴似店 琴似1条2丁目5-6 琴似一番館ﾋﾞﾙ1F

北海道しゃぶしゃぶ　ポッケ　南６条店 南6条西4丁目2野口ﾋﾞﾙ5F 居酒屋　琴似のきんぎょ 琴似1条3丁目3-22 ことにｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

肉貴族ススキノ 南6条西6丁目 第6旭観光ﾋﾞﾙ 昭和ラーメン　ふくや 二十四軒3条4丁目2-2 

南円山中華ダイニング上々颱風 南6条西23丁目5-3 若どりの鳥せい　札幌琴似店 八軒1条東1丁目3-4 

美食カラオケ空間　エルカーサ 南7条西5丁目289-62 ﾕｳｴﾙﾋﾞﾙ 焼肉徳寿　八軒 八軒5条東2丁目7-6 

イタリアン居酒屋　ＤＯＳＡＮＫＯ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｄ 南8条西3丁目10 餃子館 発寒8条14丁目516 

焼肉徳寿　藻岩店 南25条西14丁目2 

まつりや山鼻店 南13条西10丁目2-25 

GAＧNONCafe 北12条西16丁目1-20 炭火焼き　手稲の魚太郎 手稲本町1条3丁目4-5 

手作り居酒屋　かっぽうぎ　時計台店 北1条西2丁目 すみれﾎﾃﾙ1F 創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎　手稲店 手稲本町1条3丁目5-3 

さっぽろ時計台北のブランドショップ 北1条西2丁目 経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F 焼肉徳寿　手稲店 前田6条13丁目1-1 

Hokkaido Bar The Melting Pot 北1条西3丁目 STV時計台ﾋﾞﾙ1F 餃子苑　富丘の里 富丘3条3丁目1 

味わい　つき灯り 北1条西6丁目 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ札幌ﾋﾞﾙ1F 手打ちそばさくら　手稲明日風店 明日風2丁目17-1 

北海道食市場　丸海屋　離 北2条西2丁目 STV北2条ﾋﾞﾙB1F 焼肉徳寿　手稲店 前田6条13丁目1-1 

サッポリーニ 北2条東7丁目9-10 餃子苑　富丘の里 富丘3条3丁目1 

ラーメン札幌　一粒庵 北4条西1丁目1番 ﾎｸﾚﾝﾋﾞﾙB1F 手打ちそばさくら　手稲明日風店 明日風2丁目17-1 

焼肉徳寿　K-place 北4条西2丁目 ｶﾒｲ札幌駅前ﾋﾞﾙ10F

2018年11月リリース 北ガスポイント交換商品
～「北ガスグルメチケット」 が使えるお店～

札幌市中央区 札幌市中央区

札幌市北区

創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎　さっぽろ店
～札幌駅東口～

北7条西1丁目 NSSﾋﾞﾙB1F

～店舗情報は登録時の内容です。変更されている可能性がございますので、ご不明点はお店にお問い合わせください。 ～

札幌市豊平区

札幌市白石区

札幌市東区

札幌市西区

札幌市南区

札幌市清田区

札幌市手稲区
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焼肉　錦光園 錦町10番4号 

グルメ回転ずし　函太郎　小樽店 港町5-4 

小樽あんかけ処　とろり庵 桜5丁目7-23 

焼肉徳寿　千歳店 本町2丁目8-1 

グルメ回転ずし　函太郎　宇賀浦本店 宇賀浦町14-4 

とんかつ　かつきち　宇賀浦店 宇賀浦町15-1 

函館イタリアン　Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＡＭＯＲＩＮＯ 宇賀浦町6-10 

回転ずし　函太郎ジュニア　サムズ 桔梗町418 

酒肴処　元町九条 元町31番23号 

グルメ回転ずし　函太郎　五稜郭公園店 五稜郭町25-17 

味鮮　まえかわ 若松町9-15 

ラーメンの王道　北浜商店　昭和店 昭和1丁目29-5 

odeon 松風町1-14 

やきとり大吉　函館店 松風町2-5 

グルメ回転ずし　函太郎　美原店 中道2丁目52-1 

和風とんかつ専門店　とん悦本店 宝来町22番地2号 

鮨竹亭 本町17-1 時計台ﾋﾞﾙ1F

肉鍋と肴　どんぐり 本町32-9 

鯉之助 本町32番地11号 

紅茶専門店　ルフナ 本町4-202F 

とんかつ・天ぷら　華な美 本通2丁目14-18 

グルメ回転ずし　函太郎　上磯店 七重浜7丁目15-1 

とんかつ　かつきち　上磯店 七重浜7丁目15-1 

食彩館 とん田西町217-7 

蒸しぱん専門店　オリーボル 常盤町5丁目2-6 

寿司の小林 北4条西3丁目16番地4 

居酒屋　たなか家 北5条西3丁目 ｽｶｲﾋﾞﾙ1F

焼肉徳寿　野幌店 幸町11番地2 

宮田屋珈琲　大麻店 大麻桜木町21-3 

小樽市

2018年11月リリース 北ガスポイント交換商品
～「北ガスグルメチケット」 が使えるお店～

～店舗情報は登録時の内容です。変更されている可能性がございますので、ご不明点はお店にお問い合わせください。 ～

千歳市

函館市

北斗市

北見市

江別市


