
2020年7月1日現在

喫茶YUKARI 大通西15丁目2番 大安居酒屋　日の出本舗 南4条西4丁目 恵愛ﾋﾞﾙ3F

チャイニーズコタン華鈴花 大通西19丁目1-29 ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大通第2 一乃喜 南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙ 3F

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 羊々亭 南4条西4丁目5-5 松岡ﾋﾞﾙ5F

食彩厨房やくも 大通東2丁目3番1号第36桂和ビルB2F 札幌のイタリアン居酒屋　炭リッチ　南４条店 南4条西5丁目 ｱｲﾋﾞﾙ4.5-2F

炭焼ダイニング　とりの介　南一条店 南1条西4丁目 NKC1-4ﾋﾞﾙ2F 札幌蟹のつめ 南4条西5丁目東急レストランプラザ札幌2F

炭焼居酒屋　山の猿　南一条店 南1条西4丁目 NKC1-4ﾋﾞﾙ 夜空のジンギスカン　４５店 南4条西5丁目備広札幌すすきのビル2 4F

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 夜パフェ専門店ななかま堂 南4条西5丁目10-3 第四藤井ﾋﾞﾙ2F

くる兵衛 南1条西5丁目16－24 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ松井ﾋﾞﾙ100 1F TENPURA＋wine　よんなよんな 南4条西5丁目8 F45ﾋﾞﾙ4F

大衆串横丁　てっちゃん　南１条店 南1条西5丁目17－2 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ松井ﾋﾞﾙ1F 和牛料理　壹頭 南4条西5丁目8番F45ビル9F

炊き肉専門店『北のメグミ』 南1条西6丁目1番4号第27桂和ビル2F 海鮮まるだい亭 南4条西5丁目 F45ﾋﾞﾙ 1F､2F

スパイスモンスター 南1条西11丁目327-17 2F 道東の狼　新鮮組 南4条西5丁目　 F45ﾋﾞﾙ7F

レストラン　にしかわ 南1条西19丁目 ウィスキー酒場 バレル 南4条西6丁目  青山ﾋﾞﾙ2F

坂（和仏料理 手打蕎麦） 南1条西22丁目2番15号シーズンビル1F すしBAR 南4条西6丁目2-20 

台湾小龍湯包ファンズ円山 南1条西22丁目2-21Palazzo裏参道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

おにとこ円山 南1条西23丁目1-33 福の樹 南4条西10丁目1004-1 南四条ﾕﾆﾊｳｽ1F

はるな屋 南1条西26丁目1番1号ターミナルハイツ円山B1F creperietsukiクレープリー月 南4条西20丁目1-43 

allegramente(アレグラメンテ) 南1条西26丁目ターミナルハイツ円山B1F 【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

吉山商店　創成橋店 南1条東2丁目1-3 和興ﾋﾞﾙ1F レストランとと 南4条西22丁目2-2 

第三モッキリセンター 南1条東2丁目2 グランド居酒屋富士 南5条西4丁目

札幌のイタリアン居酒屋　炭リッチ　南２条店 南2条西1丁目 ﾎﾃﾙWBFｱｰﾄｽﾃｲ札幌B1F 三海の華 南5条西4丁目富士会館ビル3F

炭や　焼肉徳寿　南２条店 南2条西1丁目1-5 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

Agora sapporo 南2条西1丁目9-5 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

Risotteria.GAKU bis 南2条西2丁目  札幌NSﾋﾞﾙ2F 元祖・美唄やきとり　福よしすすきのどまんなか店 南5条西3丁目五條ビル1F

ひこま豚 食堂＆酒場　Ｐｉｇｇｙ　Ｂｏｏ 南2条西3丁目 ﾃｨｱﾗﾄﾞｩB1F 元祖・美唄やきとり　福よしすすきの南５条店 南5条西3丁目8番N.グランデビル1F

鮨処竜敏 南5条西3丁目N・グランデビル1F

直営千歳鶴 南5条西3丁目 ﾆｭｰすすきのﾋﾞﾙ

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

Highball Bar 札幌1923　大通店 南2条西4丁目 桂和MTﾋﾞﾙ 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

粋な北海道炉端　あいよ　大通店 南2条西5丁目 2F 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

和酒と活鮮　とうりん 南2条西6丁目3-2 岡田ﾋﾞﾙ 2F 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

カリーと肴　ミスターNO 南2条西22丁目  HALﾋﾞﾙ1F 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

Cafe＆wine bar Rosa 南2条西23丁目1-1  ﾃｲｽﾄﾋﾞﾙ1F 寿し関口 南5条西4丁目アルトビル6F

サムライ煎兵衛 南2条西25丁目1-18 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

かまだ茶寮　円山 南2条西25丁目1-31 日本酒専門店　ＭＯＮＤＯ 南5条西4丁目9-21 第二竹林ﾋﾞﾙ1F

SPARKLING BAR bbb 南3条西1丁目2番1号チトセビル2F ころも亭　加津味 南5条西5丁目 すすきの5･5ﾋﾞﾙ2F

味の蔵　吉岡 南3条西1丁目7番3号パーキングトワ2F すすきの鳥屋　本店 南5条西5丁目 第3旭観光ﾋﾞﾙ1F

ハウスダイニングルンゴカーニバル　総本店 南3条西2丁目  I.C.C南3条ﾋﾞﾙ5F 極薄ラムしゃぶ専門　工藤羊肉店　2号店 南5条西5丁目2番1号メイプル通りビル1F

博多うまかもん　ぶあいそ　南三条店 南3条西2丁目7-4 極薄ラムしゃぶ専門　工藤羊肉店　本店 南5条西5丁目9番1号ジャパンランドビル7F

ビストロDining我が家 南2条西3丁目13番4号カタオカビルB1F Highball Bar 札幌1923　すすきの店 南5条西6丁目 第3ｴｲﾄﾋﾞﾙ1F

郷土料理おが 南3条西3丁目 ｻﾝｽﾘｰﾋﾞﾙ8F すすきの食堂 南5条西6丁目 第3ｴｲﾄﾋﾞﾙ1F

すすきのジンギスカン　5条店 南5条西6丁目 第3ｴｲﾄﾋﾞﾙ2F

インドカレー　ミルチ 南5条西20丁目1-16 

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 ワインと欧風料理　おかげさまで 南5条東1丁目11番

大衆串横丁　てっちゃん　都通店 南3条西3丁目1 KITAKO ARCﾋﾞﾙ2F ふく処　信剣 南6条西3丁目秋水ビル3F

炭焼き　BAR　倉庫 南3条西3丁目3 GDINING札幌2F 酒と肴　ぐ～ 南6条西3丁目 AIﾋﾞﾙ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 満龍　駅前通り店 南6条西3丁目 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F

札幌ぶたや　〇３８ 南3条西3丁目3 GDINING札幌2F すすきの鳥屋　駅前通店 南6条西3丁目 ﾆｭｰｵﾘﾝﾋﾟｱﾋﾞﾙ1F

やきとんダイニング　BALTON 南3条西3丁目8-2 克美ﾋﾞﾙB1F 金のらくだ 南6条西3丁目  ｽｽｷﾉ中央ﾋﾞﾙ5F

かにと道産料理　雪華亭 南3条西4丁目J-BOXビルB1F 餃子とお酒 茶とら 南6条西3丁目  ｳｴｽﾀﾝ会館3F

WALL BAR ＤＩＮＩＮＧ　南３条駅前通店 南3条西4丁目 ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾙB1F 柚日出 南6条西3丁目 第二桂和ﾋﾞﾙB1F

炭火やBB　五番街 南3条西4丁目21-3 五番街ﾋﾞﾙ5F 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

ふくの家　たなか 南3条西5丁目14 三条美松ﾋﾞﾙ7F 居酒屋はなちゃん 南6条西4丁目ポプラビル

鮪や　にばんめ 南3条西5丁目三条美松ビル3F 小料理はなよし 南6条西4丁目ぽぷらビル2F

ととと　南３条店 南3条西5丁目 やきとり　はなごし 南6条西4丁目ぽぷらビル2F

焼肉徳寿　しんら亭 南3条西5丁目14 三条美松ﾋﾞﾙ2F 粋な北海道酒場　あいよ　ススキノ店 南6条西4丁目 LC壱番館ﾋﾞﾙ1F

parfaiteria miL 南3条西5丁目14 三条美松ﾋﾞﾙB1F 炭焼居酒屋　一発ドン 南6条西4丁目 すすきの市場向い

三川屋会館 南3条西5丁目17番三川屋会館 ＢＡＲ＆ＨＯＵＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｂｅｔｔｉｅ　６４ 南6条西4丁目 APR64ﾋﾞﾙ1F

スープカレー　SOUL　STORE 南3条西7丁目3-2 F.DERSS7BLD2F はち揚げ物店 南6条西4丁目 

カレー＆ごはんカフェ[ouchi] 南3条西7丁目7番26号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

そば処　丸長本家 南3条西9丁目998 

Vegie 南3条西12丁目325-19 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ南3条1F

円麦 南3条西26丁目2-23 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

和食と鮨の　に条 南3条東2丁目6-1 ﾌﾟﾚｻﾝﾄ1F 肉貴族ススキノ 南6条西6丁目 第6旭観光ﾋﾞﾙ

海鮮居酒屋　魚道楽 南3条東2丁目6-1 ﾌﾟﾚｻﾝﾄB1F らうんじ喫茶 華苔 南6条西16丁目1番20号プログレス616

大衆酒場　さぶろう 南4条西1丁目15－2 南円山中華ダイニング上々颱風 南6条西23丁目5-3 

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 ワインとヤキニク円山JIN 南6条西23丁目5-12 

炭焼和酒場　炭りっち 南4条西2丁目10-1 第31桂和ビル2F アルコジ　alcozy　テキーラバー 南7条西4丁目LC7番館6F

Parfaiteria PaL 南4条西2丁目10-1   南4西2ﾋﾞﾙ6F すし六法 南7条西4丁目2-19 

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 さっぽろ海幸 南7条西3丁目7-29 ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ6F

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 文重郎じんぎすかん 南7条西4丁目422-6 LC拾番館4F

酒肴酒菜　掌 南4条西3丁目 ﾆｭｰ北星ﾋﾞﾙB1F 味の高はし 南7条西5丁目1 

ＮＩＫＫＡＦＯＯＤ．．ＩＮＧ　ＢＡＲ　ＤＯＩＧＴ［ドワ］ 南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙ2F ジェラテリア　クレメリーチェ 南7条西25丁目3-1 

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 イタリアン居酒屋　ＤＯＳＡＮＫＯ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｄ 南8条西3丁目10 

ちょい飲み処 CORNER STONE 南4条西3丁目 すすきのﾋﾞﾙB1F すすきのジンギスカン　本店 南8条西4丁目 第2ｴｲﾄﾋﾞﾙ1F

カジュアル割烹　八寸 南4条西3丁目1-2 N-PLACEﾋﾞﾙ2F サンドイッチ工房　サンドリア 南8条西9丁目758-14 

ステーキ&ワインいしざき 南4条西3丁目7-1 ﾆｭｰ北星ﾋﾞﾙ4F まつりや　山鼻店 南13条西10丁目2-25 

北の海手箱　風 南4条西4丁目 すずらんﾋﾞﾙB1F ristrante Junari 南14条西6丁目5-1  kcﾒｰﾌﾟﾙｺｰﾄ4F

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 真御膳そば　正直家　行啓通店 南14条西17丁目2－1 

ジビエとラムしゃぶダイニング
 しゃぶしゃぶ らふ家

南6条西4丁目2 野口ﾋﾞﾙ5F

北海道イタリアン酒場　エゾバルバンバン
  札幌大通店

南2条西3丁目1-2 三番街ﾋﾞﾙB1F

大通うどん・えび天らーめん・ごまそば　しらん
  札幌ナナイロ店

南2条西4丁目 札幌ﾅﾅｲﾛ1F

からあげ＆鍋の専門店
鶏笑＆すもう茶屋〔ぽんぽこ亭〕”狸小路笑舗”

南3条西3丁目 ﾎｯｺｳﾋﾞﾙB1F

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
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和食レストランとんでん南１６条店 南16条西11丁目 焼肉徳寿　光星店 北8条東5丁目19-1 

札幌フーズウインド 南17条西17丁目1番10号伏見ビル1F 和食レストランとんでん北12条店 北12条東8丁目
焼肉徳寿　藻岩店 南25条西14丁目2 札幌のイタリアン居酒屋　炭リッチ　環状通東店 北16条東16丁目 東豊ﾋﾞﾙ2F

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 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

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 そば処　四郎兵衛　北２６条店 北26条東1丁目3-1 

牡蠣とワイン酒場　FISHMANS　SAPPORO 北1条西2丁目 りんどうﾋﾞﾙ3F 焼き立てアップルパイの店　かぐらじゅ 北28条東8丁目1-1 大畑ﾋﾞﾙ 1F右

RisotteriaGAKU時計台 北1条西2丁目  時計台ﾋﾞﾙB1F 焼肉徳寿　新道店 北34条東20丁目2-1 

山猫バル 北1条西2丁目11番1号第23山京ビル1F 和食レストランとんでん北38条店 北38条東8丁目
HokkaidoBarTheMeltingPot 北1条西3丁目 STV時計台通ﾋﾞﾙ1F 石釜焼きアップルパイ　Sweets×Cafe Le Soleil 丘珠町326-62 

串揚げ寿司酒場　てっちゃん　時計台通り店 北1条西3丁目 STV時計台通ﾋﾞﾙ1F 真御膳そば　正直家　東雁来店 東雁来8条1丁目17-8 

炭焼ダイニング　鶏侍　駅前通り店 北1条西3丁目 北尾ﾋﾞﾙB1F 吉山商店　本店 東苗穂3条2丁目4-25 

宮田屋珈琲　東苗穂店 東苗穂5条2丁目11-18 

元祖・美唄やきとり　福よし札幌中央店 北1条西5丁目2番地興銀ビル1F
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 真御膳そば　真らーめん　究　菊水店 菊水2条2丁目3-23 

札幌ガーデンパレス　レストランスピカ 北1条西6丁目 ﾎﾃﾙ札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ1F 中華そば　カリフォルニア 菊水3条4丁目4-6 ﾋﾞﾊﾞ菊水1F

札幌ガーデンパレス　赤坂 四川飯店 北1条西6丁目 ﾎﾃﾙ札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ1F らー麺　家康 北郷2条4丁目2-18 佐藤ﾋﾞﾙ1F

Cafe Restaurant Bistro George 北1条西7丁目 あおいﾋﾞﾙ1F 炭焼居酒屋　山の猿　白石店 南郷通2丁目南11-15 

炭焼きジンギスカンいし田 北1条西8丁目2番9号丸二羽柴ビル2F 鳥屋　南郷7丁目店 南郷通7丁目北5-30 ﾀｶｼﾏﾋﾞﾙ2F

厨華房曼田林 北1条西10丁目1-17 山地ﾋﾞﾙ1F つぼ八　南郷18丁目店 南郷通18丁目南5-20 

Ｄｅｌｉ　ｔｔｏ　Ｑｕｉｃｈｕ 北1条西27丁目5－6 七福 東札幌3条4丁目5 ﾌﾟﾚｲﾀｳﾝｻﾝﾎｰﾑ1F

tailor 北1条東1丁目6番8号TOビル1F 炭焼ダイニング　鶏侍　白石店 東札幌3条5丁目3-15 

北海道らーめん奥原流　久楽　本店 北2条西1丁目 ﾋﾟｱ2･1-1F 尾州鮨　東札幌店 東札幌4条2丁目 

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 ＺＵＣＣＡＦＥ２２ 本郷通12丁目南4-15 土屋ﾋﾞﾙ1F

炭焼居酒屋　とりの介　時計台通り店 北2条西2丁目 ﾌｰｼﾞｬｰｽ札幌ﾋﾞﾙB1F 焙煎研究所 本通3丁目北3-26 

炭焼居酒屋　山の猿　時計台通り店 北2条西2丁目 ﾌｰｼﾞｬｰｽ札幌ﾋﾞﾙ1F 焼肉徳寿　白石店 本通16丁目北12-36 

鳥屋　札幌駅前店 北2条西3丁目1-12 敷島ﾋﾞﾙB1F 夢工房 本通3丁目北5番1号本通ハイム1F
和洋折衷喫茶　ナガレヤマレスト 北2条東6丁目2 和食レストランとんでん南郷通店 南郷通18丁目南3
サッポリーニ 北2条東7丁目9-10 

炭焼ダイニング　はなび　北三条通り店 北3条西1丁目1-7 ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ札幌駅前

炭焼居酒屋　鶏よ魚よ　北三条店 北3条西2丁目 ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ札幌B1F 宮田屋珈琲　美しが丘店 美しが丘2条1丁目6-7 

松尾ジンギスカン札幌駅前店 北3条西4丁目1番1号日本生命札幌ビルB1F お菓子のドルチェヴィータ 美しが丘2条2丁目6-21 

肉処くろべこや 北3条西7丁目1番1号緑苑ビル1F ひこま豚 食堂・精肉店　Ｂｏｏ　Ｄｅｌｉ 美しが丘3条1丁目7-12 

ラーメン夢和 北3条西28丁目2-1 ｻﾝﾋﾞﾙ 宮田屋珈琲　清田本店 清田1条3丁目1-66 

ソウル　アンド　スパイス 北4条西11丁目40番地 コクドウカレー 清田2条3丁目1-5 

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 麺処　蓮海　清田店 真栄4条1丁目2-1 

焼肉徳寿　K-place 北4条西2丁目 ｶﾒｲ札幌駅前ﾋﾞﾙ10F 真御膳そば　真とんかつ　葉実皮　羊ヶ丘通店 真栄4条3丁目2-1 

ＳＯＵＰ　ＣＵＲＲＹ　ＳＨＯＰ　ＭＡＨＡＮＡ 北4条西4丁目 札幌国際ﾋﾞﾙB1F シチュー屋さん　ポトフ 真栄5条2丁目2-22 

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 真御膳そば　正直家　平岡店 平岡2条3丁目6-14 

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 焼肉徳寿　平岡店 平岡4条1丁目43-1 

レストラン&バー　SKY　J 北5条西2丁目5 JRﾀﾜｰﾎﾃﾙ日航札幌35F 手打ちそばさくら　平岡本店 平岡公園東1丁目12-5 

スカイレストラン　丹頂 北5条西2丁目5 JRﾀﾜｰﾎﾃﾙ日航札幌35F 和食レストランとんでん清田店 真栄1条1丁目1番28号
The　Lobby　Lounge 北5条西2丁目5 JRﾀﾜｰﾎﾃﾙ日航札幌1F

フレンチレストラン　ミクニ　サッポロ 北5条西2丁目5 札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ9F

炭焼ダイニング　はなび　札幌駅西口店 北5条西5丁目 JR55SAPPOROﾋﾞﾙ7F 和食レストランとんでん厚別店 中央2条4丁目
串夢鳥　西２８丁目店 北5条西28丁目2-1 北5ﾋﾞﾙB1F 野菜巻き串とレタス　まいて　新さっぽろ店 厚別中央2条5丁目 ｸﾗｽﾀｰ･ﾕｰ･ｴﾑ1F

鳥屋　桑園店 北9条西14丁目 桑園ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ内 炭焼ダイニング　鶏侍　新さっぽろ店 厚別中央2条5丁目2-30 

Highball Bar 札幌1923　桑園店 北10条西14丁目 桑園ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ内 炭焼居酒屋　山の猿　新さっぽろ店 厚別中央2条5丁目2-35 

回転寿司とっぴ～　桑園店 北10条西15丁目1-10 JR桑園駅ｳｴｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ内 ベーカリーショップ　ノースクレスト 厚別中央2条5丁目5−25 ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌 1F

GAＧNONCafe 北12条西16丁目1-20 カフェ・ドム 厚別中央2条5丁目5−25 ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌 1F

もいわ太陽食堂 伏見５丁目１−１ 中国料理　仙雲 厚別中央2条5丁目5−25 ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌 30F

bitbetter 宮の森1条10丁目3-23 ﾋﾙｽﾞﾗﾎﾞ2F 和食処　たやま 厚別中央2条5丁目5−25 ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ札幌 1F

CAFE&BAKE　Prunier 宮の森2条4丁目1-24　 ﾄﾞﾐﾆｵﾝ宮の森1F 北海道市場　十勝晴れ　新さっぽろ店 厚別中央3条4丁目23 JR高架下

和食レストランとんでん宮の森店 宮の森3条1丁目5番43号 有限会社鮨処はせ川 厚別東3条4丁目4-1 

空のかおり 厚別東4条6丁目3番1号

つぼ八　大谷地店 大谷地東5丁目4-5 

粋な居酒屋　あいよ　北６条店 北6条西6丁目 ｱｽﾄﾘｱN6 2F

元祖・美唄やきとり　福よし札幌駅西口店 北6条西6丁目JR高架下

松尾ジンギスカン　札幌琴似店 琴似1条1丁目1番20号鉄道高架下

肉バル酒場　カーニバル　札幌駅北口店 北7条西2丁目19 炭火やBB　琴似店 琴似1条2丁目5-3 ﾊｼﾓﾄﾋﾞﾙ1F

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 なごみDiningとんぼ 琴似1条2丁目5-3 ﾊｼﾓﾄﾋﾞﾙ2F

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 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

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 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

炭焼ダイニング　鶏侍　札幌駅北口店 北7条西4丁目 札幌ﾄｰｶﾝﾋﾞﾙB1F 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

酔食居酒屋　山の猿　札幌駅北口店 北7条西4丁目 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ札幌駅北口別館B1 Blanche KOTONI 琴似1条5丁目3番18号

港町のモンキチ 北7条西4丁目宮澤興業ビルB1F ミンチェッタ　琴似店 琴似1条7丁目1-35 さんぱちﾋﾞﾙ

油そば専門店たおか　札幌駅北口店 北7条西7丁目6-19 大衆串横丁　てっちゃん　琴似店 琴似2条1丁目3-5 玉田ﾋﾞﾙｸﾛｽﾛｰﾄﾞ琴似1F

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 ｏｊ珈琲　琴似店 琴似2条3丁目1-7 Dﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ1F

博多　ぶあいそ　別邸 北8条西5丁目7 北大南門前 札幌スープカレー曼荼羅 西町南18丁目1-40 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ1F

そばと豚丼　北堂
北17条西4丁目2番20号ライオンズマンション北大
前1F

若どりの鳥せい　札幌琴似店 八軒1条東1丁目3-4 

やきとり屋　鳥゛加夢 北19条西3丁目1番24号キングパレスⅢ1F そば処　六花(りっか) 八軒1条東3丁目3-17 

焼きたてアップルパイとカフェ　ＰＩｅ　Ｑｕｅｅｎ 北20条西4丁目1-16 焼肉徳寿　八軒店 八軒5条東2丁目7-6 

汁なし 六鶴 北21条西4丁目1-16 ﾄﾞﾐｰﾙ21 焼き鳥とりやん 八軒6条東1丁目4-10 ﾊｲﾂﾗﾌﾞﾘｰｴｲﾄ1F

油そば専門店たおか　北２４条店 北23条西3丁目2-26 餃子館 発寒8条14丁目516 

札幌のイタリアン居酒屋　炭リッチ　北２４条店 北24条西4丁目1-18　 串鳥ﾋﾞﾙ2F 手打うどん　寺屋 山の手3条6丁目1番10号ヤマイチ36

クアントノルテ 北24条西4丁目3番1号第3タイガービル3F 麺屋　丸鶏庵 山の手6条6丁目2-11 

梅酒BAR SOUL　COMPANY 北32条西4丁目1-7 ｺｳﾒｲﾋﾞﾙ1F

炭火やBB　麻生店 北40条西4丁目1-1 ASABULAND2F

炭焼ダイニング　はなび　麻生店 北40条西5丁目5-1 FLAX麻生ﾋﾞﾙ1F 吉山商店　手稲店 稲穂1条8丁目2-10 

和食レストランとんでん麻生店 北40条西6丁目 つぼ八　手稲稲穂店 稲穂2条7丁目6 

北山龍 麻生町2丁目4-8 高本ﾋﾞﾙ麻生Ⅱ 炭火焼き　手稲の魚太郎 手稲本町1条3丁目4-5 

菓子の樹　新琴似店 新琴似1条10丁目2-7 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 

まつりや　新琴似店 新琴似2条8丁目8-8 餃子苑　富丘の里 富丘3条3丁目1 

ラーメン　めんぞう　屯田店 屯田7条9丁目3-2 手打ちそばさくら　手稲明日風店 明日風2丁目17-1 

和食レストランとんでん篠路店 篠路1条1丁目2番15号 和食レストランとんでん手稲前田店 前田5条10丁目
つぼ八　篠路店 篠路3条5丁目1-17 焼肉徳寿　手稲店 前田6条13丁目1-1 

手風琴 あいの里1条4丁目13番3号
いわい珈琲 あいの里3条4丁目1-5 

佐藤洋菓子店 澄川4条6丁目4-3 

ごはん酒場　山の猿　真駒内店 真駒内幸町2丁目1-12 ﾐｭｰｸﾘｽﾀﾙ1F

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

和食レストランとんでん川沿店 川沿5条2丁目1番1号

札幌市手稲区

札幌市南区

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

大衆酒場八重洲居酒屋商店
札幌北一条チカホ店

北1条西4丁目2 ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

札幌市西区

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

札幌市白石区

札幌市東区

札幌市北区

札幌市清田区

札幌市厚別区
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和食レストランとんでん西岡店 西岡1条3丁目 牛若丸　名寄本店 西2条南4丁目7 海晃ﾋﾞﾙ

カフェ　桜や 西岡1条9丁目14-17 大衆焼鳥　鳥晃　本店 西4条南6丁目12 

尾州鮨　西岡店 西岡4条1丁目 つぼ八　名寄店 西4条南7丁目7 ﾎｸﾄﾋﾞﾙ

真御膳そば　真らーめん　蔵の麺　平岸店 平岸1条13丁目4-8 カラオケ　つぼっち　名寄店 西4条南7丁目7 ﾎｸﾄﾋﾞﾙ2F

さっぽろ特濃カレー 平岸2条13丁目3-10 

Risotteria.GAKU平岸 平岸2条5丁目2-14 第5平岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1F

油そば専門店たおか　平岸店 平岸2条7丁目4-15 函館イタリアン　Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＡＭＯＲＩＮＯ 宇賀浦町6-10 

米愛豚とおばんざい　みかみ 平岸2条8丁目3-1 グルメ回転ずし　函太郎　宇賀浦本店 宇賀浦町14-4 

宮田屋珈琲　豊平店 平岸4条1丁目4-4 とんかつ　かつきち　宇賀浦店 宇賀浦町15-1 

麺処　蓮海　平岸店 平岸5条7丁目8-1 焼肉番長　亀田港店 亀田港町58-1 

焼肉徳寿　福住店 福住1条1丁目1-1 回転ずし　函太郎ジュニア　サムズ 桔梗町418 

喫茶ＭＰ４ 豊平2条1丁目1番39号パロスリバーサイド1F グルメ回転ずし　函太郎　五稜郭公園店 五稜郭町25-17 

焼肉徳寿　豊平店 豊平3条11丁目2-32 とんかつ　かつきち　函館昭和タウンプラザ店 昭和1丁目29-2 ﾎｸﾚﾝｼｮｯﾌﾟ内

手打ちそばさくらの定食屋 月寒東3条11丁目1 ﾌﾞﾗﾝﾁ月寒内 ラーメンの王道　北浜商店　昭和店 昭和1丁目29-5 

ケイク・デ・ボア 月寒西3条10丁目1-16 居酒屋　山の猿　函館昭和店 昭和3丁目31-16 

和食レストランとんでん月寒店 月寒中央通6丁目 フードアンドドリンク　ムスク 杉並町8-21 

スープカレー専門店ふるぅふぃ 美園3条2丁目2番2号 欧風創作ビストロ　パサパ 富岡町1丁目18-5 

グルメ回転ずし　函太郎　美原店 中道2丁目52-1 

自然カフェの　おひさま 当別町白樺町58-9 当別町役場 3F 焼肉番長　花園店 花園町9-12 

ごはん・おやつ　シプル 船見町7-24 

和風とんかつ専門店　とん悦本店 宝来町22-2 

和食レストランとんでん恵庭店 戸磯616番2号 紅茶専門店　ルフナ 本町4-20 2F

炭焼居酒屋　とりの介　函館五稜郭店 本町8-18 五稜郭本町ﾋﾞﾙ1F

鮨竹亭 本町17-1 時計台ﾋﾞﾙ1F

焼肉徳寿　野幌店 幸町11番地2 炭リッチ　函館本町店 本町32-4 2F

宮田屋珈琲　大麻店 大麻桜木町21-3 肉鍋と肴　どんぐり 本町32-9 

和食レストランとんでん江別店 野幌町3番4-7 鯉之助 本町32-11 

つぼ八　函館本通り店 本通2丁目14-17 

とんかつ・天ぷら　華な美 本通2丁目14-18 

和食レストランとんでん岩見沢店 10条3丁目2番1号 odeon 松風町1-14 

やきとり大吉　函館店 松風町2-5 

真御膳そば　究　函館宮前店 宮前町31-2 

ビストロや　シーラカンス みどり台北4丁目2-7 しゃぶしゃぶ食べ放題　しゃぶ匠 美原3丁目13-15 ﾋﾞｯｸﾊｳｽｱﾄﾞﾏｰﾆ2F

寿し・和食処　ほうりん 幸町1丁目6 ﾆｭｰｻﾝﾛｰﾄﾞ内 情熱ステーキ　美原店 美原3丁目13-15 ﾋﾞｯｸﾊｳｽｱﾄﾞﾏｰﾆ2F

い酒や　えどや 幸町1丁目16-1 カラオケ　ポップコーン　美原店 美原3丁目52-1 

DINING　酒瑠波 幸町4丁目19-2 つぼ八　函館美原店 美原3丁目52-1 

北海道まるごとダイニングうまいっしょ！ 千歳店 幸町4丁目25-1 千歳第一ﾎﾃﾙ1F 酒肴処　元町九条 元町31-23 

和どさんこキッチンゴリラ　千歳店 幸町5丁目6-1 ｸｲｰﾝｽﾞﾎﾃﾙ1F SHIKINA函館ダイニング 梁川町18-14 

中華食彩房　味萬 清水町1丁目12-2 味鮮　まえかわ 若松町9-15 

鮮彩　あじな店　村井 清水町2丁目19-9 ｴｲﾄﾋﾞﾙ1F 朝市 あけぼの食堂 若松町9-15  どんぶり横丁内

居酒屋　山の猿　千歳店 北栄2丁目3-11 

焼肉徳寿　千歳店 本町2丁目8-1 

つぼ八　サーモンパーク店 東郊1丁目1 ひこま豚 食堂　ファーマーズショップ 赤井川139 

つぼ八　千歳中央大通店 新富3丁目10-1 

海鮮居酒屋　うみや 千代田町6丁目1-2　千歳ｴｱﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ1F

駒そば亭 柏台南1丁目5-2 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 

カラオケ　ツボッチ　七重浜店 七重浜3丁目23-10 

和食レストランとんでん苫小牧店 新富町2丁目 つぼ八　七重浜店 七重浜3丁目23-10 

ユンニの湯　レストラン「ゆにごこち」 由仁町伏見122 マル勝　おもて横丁 北1条西2丁目 

ゆにガーデン　チャイブ 由仁町伏見134-2 ほた姫 北1条東1丁目 

ユニ東武ゴルフクラブ 由仁町山形132 サイケデリック 北2条西1丁目15 

郷味津々　ちさん亭 北3条西3丁目6 北見ﾋﾟｱｿﾝﾎﾃﾙB1F

酒処　ぼん蔵 北4条西2丁目15-3 

回転寿司とっぴ～　滝川店 東町1丁目48-12 こんぼの舘 北4条西3丁目 銀座ﾋﾞﾙ1F

CASA de MIRO 北4条西3丁目2-1

MIRO 北4条西3丁目2-11

炭焼居酒屋　山の猿　小樽駅前店 稲穂2丁目10-8 ｱﾙﾌｧﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾋﾞﾙB1F 寿司の小林 北4条西3丁目16-4 

籔半 稲穂2丁目19-14 LIVING BAR 北5条西2丁目
真御膳そば　葉実皮／らーめんむくげ
長崎屋小樽店 稲穂2丁目20-1 PIZZERIA BAR OTTO 北5条西2丁目6

支那そば愛幸 稲穂5丁目9-2 BISTRO TRUNK 北5条西2丁目丁目14

焼肉　錦光園 錦町10-4 居酒屋　たなか家 北5条西3丁目 ｽｶｲﾋﾞﾙ1F

喫茶ルナパーク 松ヶ枝1丁目21-5 炭焼　炙屋 北5条西3丁目 ｽﾃﾗﾋﾞﾙ1F

グルメ回転ずし　函太郎　小樽店 港町5-4 でんまる 北5条西3丁目 ｽﾃﾗﾋﾞﾙ1F

回転寿司とっぴ～　小樽運河通店 港町6-4 治助 北5条西3丁目

麓のカフェ 最上2丁目16-21 ろばた　魚花 北5条西3丁目 ｽﾃﾗﾋﾞﾙ1F

小樽あんかけ処　とろり庵 桜5丁目7-23 御食事処　ニューむつみ 北8条西1丁目1 

Cafe&Hall Matano 張碓町531-16 カジュアルレストラン　ことぶき亭 寿町2丁目2-17 

なまらや 花園3丁目6-6  創作家庭料理あのね 幸町5丁目5-2 

じんぎすかん屋　モンゴル 幸町5丁目5-2

蒸しぱん専門店　オリーボル 常盤町5丁目2-6 

牛若丸　大雪店 9条通19丁目2405 食彩館 とん田西町217-7 

牛若丸　豊岡環状通店 豊岡15条6丁目6-1 カフェ＆レストラン　Lobo とん田東町482-2 

牛若丸　旭川北店 末広1条5丁目1-20 カジュアルレストラン　マルシェ 北進町7丁目5-12 

回転寿司とっぴ～　旭川宮前店 宮前1条3丁目2-10 つぼ八　北見三輪店 東三輪2丁目42-1 金井ﾋﾞﾙ1F

つぼ八　旭川末広店 末広東1条5丁目1-3 

つぼ八　旭川東光店 東光2条4丁目4-26 

つぼ八　旭川南6条通店 東光7条1丁目5-10 つぼ八　美幌店 美幌町字大通北1丁目3-1 

牛若丸　南6条通り店 東光7条1丁目5-12 

回転寿司とっぴ～　士別店 大通西16丁目 

小樽市

札幌市豊平区

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～

石狩郡

函館市

名寄市

恵庭市

～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～

網走郡

江別市

北見市

千歳市

夕張郡

旭川市

北斗市

茅部郡森町

士別市

滝川市

岩見沢市

苫小牧市
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