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 宮の森１条１０丁目３−２３  南３条西３丁目
ヒルズラボ２Ｆ プレイタウンふじ井ビル９Ｆ

 宮の森２条４丁目１−２４  からあげ＆鍋の専門店鶏笑＆すもう茶屋
ドミニオン宮の森１Ｆ 〔ぽんぽこ亭〕”狸小路笑舗”

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  南３条西３丁目１
北海道十割 蕎麦群 大通西１丁目１３番地 ル・トロワ７Ｆ ＫＩＴＡＫＯ ＡＲＣビル２Ｆ
大通公園ビル フードハウス 大通西６丁目１０ 大通公園ビル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
喫茶ＹＵＫＡＲＩ 大通西１５丁目２番 札幌ぶたや 〇３８ 南３条西３丁目３ ＧＤＩＮＩＮＧ札幌２Ｆ

 大通西１９丁目１−２９ 炭焼き ＢＡＲ 倉庫 南３条西３丁目３ ＧＤＩＮＩＮＧ札幌２Ｆ
シャンボール大通第２ やきとんダイニング ＢＡＬＴＯＮ 南３条西３丁目８−２ 克美ビルＢ１Ｆ

 大通西１９丁目１−２９ かにと道産料理 雪華亭 南３条西４丁目 Ｊ−ＢＯＸビルＢ１Ｆ
シャンボール大通第２ 家庭料理まさき 南３条西４丁目 南３西４ビル６Ｆ

 大通西２６丁目１−１８ 布袋点心舗 弁財天 南３条西４丁目１２−１ アルシュビル５Ｆ
円山アークビルＢ１Ｆ 炭火やＢＢ 五番街 南３条西４丁目２１−３ 五番街ビル５Ｆ

 大通東２丁目３番１号 ととと 南３条店 南３条西５丁目
第３６桂和ビルＢ２Ｆ 鮪や にばんめ 南３条西５丁目 三条美松ビル３Ｆ
大通東４丁目４−４４ 焼肉徳寿 しんら亭 南３条西５丁目１４ 三条美松ビル２Ｆ
ＥＡＳＴ４ ＳＡＰＰＯＲＯビル２Ｆ ふくの家 たなか 南３条西５丁目１４ 三条美松ビル７Ｆ

釧路ふく亭 櫂梯楼 札幌パルコ店 南１条西３丁目 札幌パルコ８Ｆ ｐａｒｆａｉｔｅｒｉａ ｍｉＬ 南３条西５丁目１４ 三条美松ビルＢ１Ｆ
炭焼居酒屋 山の猿 南一条店 南１条西４丁目 ＮＫＣ１−４ビル 三川屋会館 南３条西５丁目１７番 三川屋会館
炭焼ダイニング とりの介 南一条店 南１条西４丁目 ＮＫＣ１−４ビル２Ｆ マーベラス作戦室 南３条西６丁目 インフィニ桂和ビルＢ１Ｆ
蕎麦切り くろ 南１条西４丁目５ 大手町ビル 地下一階  南３条西７丁目３−２
松尾ジンギスカン 札幌大通南１条店 南１条西４丁目１６−１ 南舘ビル１Ｆ Ｆ．ＤＥＲＳＳ７ＢＬＤ２Ｆ

 南１条西５丁目１６−２４ カレー＆ごはんカフェ［ｏｕｃｈｉ］ 南３条西７丁目７番２６号 １Ｆ
プレジデント松井ビル１００ １Ｆ そば処 丸⾧本家 南３条西９丁目９９８

 南１条西５丁目１７−２  南３条西１２丁目３２５−１９
プレジデント松井ビル１Ｆ ダイアパレス南３条１Ｆ

 南１条西６丁目１番４号 円麦 南３条西２６丁目２−２３
第２７桂和ビル２Ｆ 和食と鮨の に条 南３条東２丁目６−１ プレサント１Ｆ

串鳥 大通西１０丁目店 南１条西１０丁目 加森ビル６ １Ｆ 海鮮居酒屋 魚道楽 南３条東２丁目６−１ プレサントＢ１Ｆ
スパイスモンスター 南１条西１１丁目３２７−１７ ２Ｆ 大衆酒場 さぶろう 南４条西１丁目１５−２
三八菓舗 本社店 南１条西１２丁目３２２ 和喰今昔生活酒屋 文化食堂 南４条西２丁目 キングビル１Ｆ
レストラン にしかわ 南１条西１９丁目  南４条西２丁目

 南１条西２２丁目２番１５号 ダイメックスプラザ５番館１，２Ｆ
シーズンビル１Ｆ  南４条西２丁目

 南１条西２２丁目２−２１ ダイメックスプラザ５番館１Ｆ
Ｐａｌａｚｚｏ裏参道１Ｆ すき焼三光舎 南４条西２丁目 レコルトサッポロ２Ｆ

おにとこ円山 南１条西２３丁目１−３３  南４条西２丁目１０−１
 南１条西２６丁目１番１号 第３１桂和ビル２Ｆ

ターミナルハイツ円山Ｂ１Ｆ Ｐａｒｆａｉｔｅｒｉａ ＰａＬ 南４条西２丁目１０−１ 南４西２ビル６Ｆ
 南１条西２７丁目１−１  南４条西２丁目１１−２

マルヤマクラス３Ｆ ＴＯＭＯＲＵビル２Ｆ
吉山商店 創成橋店 南１条東２丁目１−３ 和興ビル１Ｆ 菓か舎すすきの店 南４条西３丁目 すすきのビル１Ｆ
第三モッキリセンター 南１条東２丁目２  ＮＩＫＫＡＦＯＯＤ．．ＩＮＧ ＢＡＲ

 札幌のイタリアン居酒屋 炭リッチ  南２条西１丁目 ＤＯＩＧＴ［ドワ］
南２条店 ホテルＷＢＦアートステイ札幌Ｂ１Ｆ 寿司・道産料理 おたる亭 すすきの店 南４条西３丁目 すすきのビル４Ｆ
炭や 焼肉徳寿 南２条店 南２条西１丁目１−５ ちょい飲み処 ＣＯＲＮＥＲ ＳＴＯＮＥ 南４条西３丁目 すすきのビルＢ１Ｆ

 南２条西１丁目２ 寿司・道産料理 おたる亭 本店 南４条西３丁目 ニュー北星ビル９Ｆ
ホテルＷＢＦ札幌中央２Ｆ 酒肴酒菜 掌 南４条西３丁目 ニュー北星ビルＢ１Ｆ

Ａｇｏｒａ ｓａｐｐｏｒｏ 南２条西１丁目９−５ プリン本舗 すすきの店 南４条西３丁目 第３グリーンビル１Ｆ
串鳥 時計台通店 南２条西２丁目 串鳥 南四条店 南４条西３丁目 八の字ビルＢ１Ｆ
Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ．ＧＡＫＵ ｂｉｓ 南２条西２丁目 札幌ＮＳビル２Ｆ  南４条西３丁目１−２
串鳥 三番街店 南２条西３丁目 Ｎ−ＰＬＡＣＥビル２Ｆ

 北海道イタリアン酒場  南４条西３丁目１−２
エゾバルバンバン札幌大通店 Ｎ−ＰＬＡＣＥビルＢ１Ｆ

 南２条西３丁目１３番４号 串鳥 本店 南４条西３丁目３ すすきのビルＢ２Ｆ
カタオカビルＢ１Ｆ ステーキ＆ワインいしざき 南４条西３丁目７−１ ニュー北星ビル４Ｆ

 Ｈｉｇｈｂａｌｌ Ｂａｒ 札幌１９２３ 一乃喜 南４条西４丁目 すずらんビル３Ｆ
大通店 春花秋灯 南４条店 南４条西４丁目 すずらんビル４Ｆ
てしお川 南２条西４丁目１０番４号 ２Ｆ 北の海手箱 風 南４条西４丁目 すずらんビルＢ１Ｆ
粋な北海道炉端 あいよ 大通店 南２条西５丁目 ２Ｆ 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 すずらんビル別館Ｂ１Ｆ
串鳥 南二条店 南２条西５丁目 メゾン本府１Ｆ 大安居酒屋 日の出本舗 南４条西４丁目 恵愛ビル３Ｆ

 南２条西５丁目６番１号 ワインバー フェルマータ 南４条西４丁目 第５グリーンビル３Ｆ
ロジェ札幌２５狸小路横丁ＨＵＧイート 羊々亭 南４条西４丁目５−５ 松岡ビル５Ｆ

抹茶カフェＲＩＱ 南２条西５丁目１１−３ Ｔ５ビル 道東の狼 新鮮組 南４条西５丁目 Ｆ４５ビル７Ｆ
和酒と活鮮 とうりん 南２条西６丁目３−２ 岡田ビル２Ｆ  札幌のイタリアン居酒屋 炭リッチ
カリーと肴 ミスターＮＯ 南２条西２２丁目 ＨＡＬビル１Ｆ 南４条店
Ｃａｆｅ＆ｗｉｎｅ ｂａｒ Ｒｏｓａ 南２条西２３丁目１−１ テイストビル１Ｆ 酒菜処 花筏 南４条西５丁目 つむぎビル４Ｆ
サムライ煎兵衛 南２条西２５丁目１−１８  南４条西５丁目
かまだ茶寮 円山 南２条西２５丁目１−３１ 備広札幌すすきのビル２ ４Ｆ
ワインカフェ ヴェレゾン 南２条東２丁目８番１号 大都ビルＢ１Ｆ 串鳥番外地 プラザ店 南４条西５丁目１ レストランプラザ１Ｆ
ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ ＢＡＲ ｂｂｂ 南３条西１丁目２番１号 チトセビル２Ｆ ＴＥＮＰＵＲＡ＋ｗｉｎｅ よんなよんな 南４条西５丁目８ Ｆ４５ビル４Ｆ

 南３条西１丁目７番３号 和牛料理 壹頭 南４条西５丁目８番 Ｆ４５ビル９Ｆ
パーキングトワ２Ｆ 夜パフェ専門店ななかま堂 南４条西５丁目１０−３ 第四藤井ビル２Ｆ

串鳥 中央店 南３条西２丁目 ウィスキー酒場 バレル 南４条西６丁目 青山ビル２Ｆ
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条ビル５Ｆ すしＢＡＲ 南４条西６丁目２−２０
海へ 南３条店 南３条西２丁目 木下ビル１，２Ｆ フランス料理 ル・ジャンティオム 南４条西８丁目 サンプラーザ札幌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  南４条西１０丁目１００４−１
郷土料理おが 南３条西３丁目 サンスリービル８Ｆ 南四条ユニハウス１Ｆ

福の樹

南４条西５丁目 アイビル４．５−２Ｆ

夜空のジンギスカン ４５店

味の蔵 吉岡

ビストロＤｉｎｉｎｇ我が家

南２条西４丁目 桂和ＭＴビル

炭焼豚丼小豚家

カジュアル割烹 八寸

南２条西３丁目１−２ 三番街ビルＢ１Ｆ 串鳥番外地 すすきの店

南４条西３丁目 すすきのビル２Ｆ

ＴＡＰＩＯ ＳＷＥＥＴＳ ＧＡＲＤＥＮ

炭焼和酒場 炭りっち
はるな屋

ふく亭 櫂梯楼 ＭＡＲＵＹＡＭＡ 松尾ジンギスカンすすきの４．２店

炊き肉専門店『北のメグミ』

海へ 南４条店
坂（和仏料理 手打蕎麦）

鳥の蔵 南４条店
台湾小龍湯包ファンズ円山

くる兵衛

大衆串横丁 てっちゃん 南１条店 Ｖｅｇｉｅ 

食彩厨房やくも

華鈴花ファクトリー前店

スープカレー ＳＯＵＬ ＳＴＯＲＥ

くいしんぼうの店 おおみや

チャイニーズコタン華鈴花

円山オジャ −ＬａＯｌｌａ−

ＣＡＦＥ＆ＢＡＫＥ Ｐｒｕｎｉｅｒ 南３条西３丁目 ホッコウビルＢ１Ｆ

大衆串横丁 てっちゃん 都通店

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

ｂｉｔｂｅｔｔｅｒ パフェや パフェラッチョ ぷ
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あじ太郎 南４条西１４丁目２−２６ Ｓ４ビル １Ｆ さっぽろ海幸 南７条西３丁目７−２９ アポロビル６Ｆ
ｃｒｅｐｅｒｉｅｔｓｕｋｉクレープリー月 南４条西２０丁目１−４３ アルコジ ａｌｃｏｚｙ テキーラバー 南７条西４丁目 ＬＣ７番館６Ｆ

 南４条西２１丁目１−２７  南７条西４丁目
第５藤栄ビル１Ｆ 第二北海アバンティビル１Ｆ

レストランとと 南４条西２２丁目２−２ すし六法 南７条西４丁目２−１９
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 南４条東１丁目  南７条西４丁目２
地球料理 痛快食堂 南５条西２丁目 サイバーシティビル１３Ｆ ＤＥＵＸ３Ｆ 五條ビルＤｅｕｘ
異酒屋 地球人 南５条西２丁目 サイバーシティビルＢ１Ｆ 文重郎じんぎすかん 南７条西４丁目４２２−６ ＬＣ拾番館４Ｆ
鮨処竜敏 南５条西３丁目 Ｎ・グランデビル１Ｆ Ｂｏｏｔｙ Ｂｕｒｇｅｒ 南７条西４丁目４２２−２７
直営千歳鶴 南５条西３丁目 ニューすすきのビル 味の高はし 南７条西５丁目１

 南５条西３丁目 ジェラテリア クレメリーチェ 南７条西２５丁目３−１
ニューブルーナイルビル１Ｆ  イタリアン居酒屋 ＤＯＳＡＮＫＯ

 元祖・美唄やきとり ＤＩＮＩＮＧ Ｄ
福よしすすきのどまんなか店 すすきのジンギスカン 本店 南８条西４丁目 第２エイトビル１Ｆ
おいしい村 月夜のたぬき 南５条西３丁目 美松ビル２Ｆ サンドイッチ工房 サンドリア 南８条西９丁目７５８−１４
北海道ジンギスカン 蝦夷屋 南５条西３丁目 北専プラザビル１Ｆ まつりや 山鼻店 南１３条西１０丁目２−２５
札幌ラーメン 悠−はるか− 南５条西３丁目８ Ｎ・グランデビル１Ｆ  南１４条西６丁目５−１
てっぱん焼きダイニング ゑびす 南５条西３丁目８ Ｎ・グランデビル２Ｆ ｋｃメープルコート４Ｆ
海鮮お好み焼きＤｉｎｉｎｇ 雪昇 南５条西３丁目８ Ｎ・グランデビル２Ｆ 真御膳そば 正直家 行啓通店 南１４条西１７丁目２−１

 元祖・美唄やきとり 和食レストランとんでん南１６条店 南１６条西１１丁目
福よしすすきの南５条店  南１７条西１７丁目１番１０号
グランド居酒屋富士 南５条西４丁目 伏見ビル１Ｆ
寿し関口 南５条西４丁目 アルトビル６Ｆ  南１９条西１４丁目２−３５
海へ 南５条店 南５条西４丁目 バッカスビル２Ｆ スペチアーレ伏見１Ｆ
ふらの 南５条西４丁目 ビルＣ １Ｆ 焼肉徳寿 藻岩店 南２５条西１４丁目２
やきとり ちょっと一杯 南５条西４丁目 第２高瀬ビル２Ｆ もいわ太陽食堂 伏見５丁目１−１
三海の華 南５条西４丁目 富士会館ビル３Ｆ 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
日本酒専門店 ＭＯＮＤＯ 南５条西４丁目９−２１ 第二竹林ビル１Ｆ  牡蠣とワイン酒場 ＦＩＳＨＭＡＮＳ
ころも亭 加津味 南５条西５丁目 すすきの５・５ビル２Ｆ ＳＡＰＰＯＲＯ
すすきの鳥屋 本店 南５条西５丁目 第３旭観光ビル１Ｆ さっぽろ時計台北のブランドショップ 北１条西２丁目 経済センタービル１Ｆ

 南５条西５丁目２番１号 ＲｉｓｏｔｔｅｒｉａＧＡＫＵ時計台 北１条西２丁目 時計台ビルＢ１Ｆ
メイプル通りビル１Ｆ  北１条西２丁目１１番１号

 南５条西５丁目９番１号 第２３山京ビル１Ｆ
ジャパンランドビル７Ｆ 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時計台通ビル１Ｆ

 南５条西５丁目１３−１ ラパウザ 時計台前店 北１条西３丁目 札幌ＭＮビル２Ｆ
ＡＳＩＬ ＳＡＰＰＯＲＯ ２Ｆ 海へ 時計台前店 北１条西３丁目 札幌ＭＮビルＢ１Ｆ

 南５条西５丁目１３−１ 炭焼ダイニング 鶏侍 駅前通り店 北１条西３丁目 北尾ビルＢ１Ｆ
ＡＳＩＬ ＳＡＰＰＯＲＯ １Ｆ 大衆酒場八重洲居酒屋商店

 Ｈｉｇｈｂａｌｌ Ｂａｒ 札幌１９２３ 札幌北一条チカホ店
すすきの店 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
すすきの食堂 南５条西６丁目 第３エイトビル１Ｆ  北１条西６丁目
すすきのジンギスカン ５条店 南５条西６丁目 第３エイトビル２Ｆ ホテル札幌ガーデンパレス１Ｆ
インドカレー ミルチ 南５条西２０丁目１−１６  北１条西６丁目
ワインと欧風料理 おかげさまで 南５条東１丁目１１番 ホテル札幌ガーデンパレス１Ｆ
酒と肴 ぐ～ 南６条西３丁目 ＡＩビル２Ｆ  Ｃａｆｅ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ
鮨竜 南６条西３丁目 Ｎ２ビル１Ｆ Ｂｉｓｔｒｏ Ｇｅｏｒｇｅ
餃子とお酒 茶とら 南６条西３丁目 ウエスタン会館３Ｆ 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
金のらくだ 南６条西３丁目 ススキノ中央ビル５Ｆ 厨華房曼田林 北１条西１０丁目１−１７ 山地ビル１Ｆ
一番星★きむら 南６条西３丁目 ススキノ中央ビル９Ｆ  北１条西２３丁目１−４７
満龍 駅前通り店 南６条西３丁目 セントラルビル１Ｆ 円山シャトー桂和１Ｆ
すすきの鳥屋 駅前通店 南６条西３丁目 ニューオリンピアビル１Ｆ Ｄｅｌｉ ｔｔｏ Ｑｕｉｃｈｕ 北１条西２７丁目５−６
海へ 南６条店 南６条西３丁目 ニューオリンピアビル１Ｆ ｔａｉｌｏｒ 北１条東１丁目６番８号 ＴＯビル１Ｆ
ふく処 信剣 南６条西３丁目 秋水ビル３Ｆ 北海道らーめん奥原流 久楽 本店 北２条西１丁目 ピア２・１−１Ｆ
柚日出 南６条西３丁目 第二桂和ビルＢ１Ｆ 北海道食市場 丸海屋 離 北２条西２丁目 ＳＴＶ北２条ビルＢ１Ｆ

 南６条西３丁目６−３１ 炭焼居酒屋 山の猿 時計台通り店 北２条西２丁目 フージャース札幌ビル１Ｆ
ジョイフル酒肴小路ビル４０８  北２条西２丁目

手造り中華まんじゅうの皆招楼 南６条西３丁目１０−１ Ｎ・三協ビル１Ｆ フージャース札幌ビルＢ１Ｆ
はち揚げ物店 南６条西４丁目 鳥屋 札幌駅前店 北２条西３丁目１−１２ 敷島ビルＢ１Ｆ

 ＢＡＲ＆ＨＯＵＳＥ ＤＩＮＩＮＧ 和洋折衷喫茶 ナガレヤマレスト 北２条東６丁目２
Ｂｅｔｔｉｅ ６４ 串鳥 北二条東店 北２条東７丁目９
粋な北海道酒場 あいよ ススキノ店 南６条西４丁目 ＬＣ壱番館ビル１Ｆ サッポリーニ 北２条東７丁目９−１０
炭焼居酒屋 一発ドン 南６条西４丁目 すすきの市場向い  北３条西１丁目１−７
居酒屋はなちゃん 南６条西４丁目 ポプラビル リッチモンドホテル札幌駅前
やきとり はなごし 南６条西４丁目 ぽぷらビル２Ｆ 炭焼居酒屋 鶏よ魚よ 北三条店 北３条西２丁目 パールシティ札幌Ｂ１Ｆ
小料理はなよし 南６条西４丁目 ぽぷらビル２Ｆ  北３条西２丁目１−２７
鮨わたなべ 札幌店 南６条西４丁目１ プラザ６・４ビル４Ｆ アストリア札幌ビル１Ｆ

 ジビエとラムしゃぶダイニング 海へ 北３条店 北３条西３丁目 マルゲンビル１Ｆ
しゃぶしゃぶ らふ家 北海道料理 海籠 北３条西４丁目１番 日本生命札幌ビル１Ｆ

 南６条西４丁目２−４  北３条西４丁目１番１号
ススキノ野口ビル１Ｆ 日本生命札幌ビルＢ１Ｆ

 南６条西４丁目５番１０号  北３条西４丁目１番地１
第２１桂和ビル１Ｆ 日本生命札幌ビルＢ１Ｆ

肉貴族ススキノ 南６条西６丁目 第６旭観光ビル 肉処くろべこや 北３条西７丁目１番１号 緑苑ビル１Ｆ
 南６条西１６丁目１番２０号 ラーメン夢和 北３条西２８丁目２−１ サンビル

プログレス６１６ ラーメン札幌 一粒庵 北４条西１丁目１番 ホクレンビルＢ１Ｆ
南円山中華ダイニング上々颱風 南６条西２３丁目５−３ 焼肉徳寿 Ｋ−ｐｌａｃｅ 北４条西２丁目 カメイ札幌駅前ビル１０Ｆ
ワインとヤキニク円山ＪＩＮ 南６条西２３丁目５−１２ 串鳥 札幌駅前店 北４条西２丁目 札幌ＴＲビル２Ｆ

 南７条西３丁目 ＴＡＮＴＯ 駅前通店 北４条西４丁目 ニュー札幌ビル２Ｆ
ｂｅｌｌｅ７番館ビルＢ１Ｆ 串鳥番外地 駅前通店 北４条西４丁目 ニュー札幌ビル２Ｆ

いろはにほへと 南７条店

天麩羅やぎ 握り寿司函太郎 札幌日生ビル店

らうんじ喫茶 華苔

南６条西４丁目２ 野口ビル５Ｆ

炭火やＢＢ 別邸 松尾ジンギスカン札幌駅前店

南６条西４丁目 ＡＰＲ６４ビル１Ｆ

炭焼ダイニング はなび 北三条通り店

ドトールコーヒーショップ 札幌時計台通

炭焼とワイン 円山すだち

呑み食い処 ひで
炭焼居酒屋 とりの介 時計台通り店

札幌ガーデンパレス 赤坂 四川飯店

北１条西７丁目 あおいビル１Ｆ

Ａｍｕｓｅ Ｃａｆｅ ｅｓｔｏｒａ

スパニッシュレストラン ＣＨＡＶＤＡ
北１条西４丁目２ ノースプラザビルＢ１Ｆ

南５条西６丁目 第３エイトビル１Ｆ

スーパーカーカフェフィカータ

北１条西２丁目 りんどうビル３Ｆ

極薄ラムしゃぶ専門 工藤羊肉店 ２号店
山猫バル

極薄ラムしゃぶ専門 工藤羊肉店 本店

札幌ガーデンパレス レストランスピカ

ｒｉｓｔｒａｎｔｅ Ｊｕｎａｒｉ

南５条西３丁目８番 Ｎ・グランデビル１Ｆ
札幌フーズウインド

満龍 南５条店
南８条西３丁目１０

南５条西３丁目 五條ビル１Ｆ

【カレー専門店】円山教授。 串鳥 南七条店

中華バル ゆんろん

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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 ＳＯＵＰ ＣＵＲＲＹ ＳＨＯＰ  北４０条西５丁目５−１
ＭＡＨＡＮＡ ＦＬＡＸ麻生ビル１Ｆ
北海ラーメン 札幌駅前店 北４条西４丁目 札幌国際ビルＢ１Ｆ 和食レストランとんでん麻生店 北４０条西６丁目
海へ アスティ店 北４条西５丁目 アスティ４５ビル１Ｆ 北山龍 麻生町２丁目４−８ 高本ビル麻生Ⅱ
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ビル２Ｆ 串鳥 麻生駅前店 麻生町４丁目１２−６
ソウル アンド スパイス 北４条西１１丁目４０番地
松尾ジンギスカン 宮の森店 北４条西２８丁目１−１５ スドウビル１Ｆ

 北５条西２丁目５ 真御膳そば 正直家 東雁来店 東雁来８条１丁目１７−８
ＪＲタワーホテル日航札幌１Ｆ 吉山商店 本店 東苗穂３条２丁目４−２５

 北５条西２丁目５ 宮田屋珈琲 東苗穂店 東苗穂５条２丁目１１−１８
ＪＲタワーホテル日航札幌３５Ｆ 焼肉徳寿 光星店 北８条東５丁目１９−１

 北５条西２丁目５ 串鳥 東区役所駅前店 北１０条東８丁目２−７
ＪＲタワーホテル日航札幌３５Ｆ 和食レストランとんでん北１２条店 北１２条東８丁目

フレンチレストラン ミクニ サッポロ 北５条西２丁目５ 札幌ステラプレイス９Ｆ  札幌のイタリアン居酒屋 炭リッチ
海へ ＡＰＩＡ店 北５条西４丁目 札幌駅南口広場Ｂ１Ｆ 環状通東店

 北５条西５丁目 松尾ジンギスカン 札幌北１９条東店 北１９条東８丁目３−２
ＪＲ５５−ＳＡＰＰＯＲＯ ７Ｆ 金獅子のホルモン 元町店 北２２条東１６丁目１番１５号 ＳＴＹビル

 北５条西５丁目 串鳥 元町駅前店 北２４条東１５丁目１ 飯法師ビル１Ｆ
ＪＲ５５ＳＡＰＰＯＲＯビル７Ｆ  北２４条東１６丁目１−２１

シュラスコバウアー ＢＬＯＧＡＤ 北５条西５丁目 ＪＲ５５ビル７Ｆ ＦＣ元町ビル２Ｆ
串夢鳥 西２８丁目店 北５条西２８丁目２−１ 北５ビルＢ１Ｆ そば処 四郎兵衛 北２６条店 北２６条東１丁目３−１
串鳥 札幌駅北口店 北７条西４丁目 北口ヨシヤビル１Ｆ 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 大畑ビル １Ｆ右

 北８条西１４丁目２８番地 焼肉徳寿 新道店 北３４条東２０丁目２−１
イオン札幌桑園ＳＣ１Ｆ 和食レストランとんでん北３８条店 北３８条東８丁目

鳥屋 桑園店 北９条西１４丁目 桑園イーストプラザ内 串鳥 栄町駅前店 北４０条東１６丁目３−３ ＫＲＤビル１Ｆ
 Ｈｉｇｈｂａｌｌ Ｂａｒ 札幌１９２３ いろはにほへと 栄町店 北４２条東１５丁目２ 今崎ビル２Ｆ

桑園店
 北１０条西１５丁目１−１０

ＪＲ桑園駅ウエストプラザ内 串鳥 栄通店 栄通１９丁目１１−１
ＧＡＧＮＯＮＣａｆｅ 北１２条西１６丁目１−２０ 真御膳そば 真らーめん 究 菊水店 菊水２条２丁目３−２３

中華そば カリフォルニア 菊水３条４丁目４−６ ビバ菊水１Ｆ
まつりや 菊水元町店 菊水元町６条３丁目６−１

手風琴 あいの里１条４丁目１３番３号 ラパウザ 厚別通店 川下５条４丁目１−１
 あいの里１条５丁目 串鳥 白石駅前店 東札幌２条６丁目４−５

札幌東光ストアあいの里２Ｆ  東札幌３条４丁目５
いわい珈琲 あいの里３条４丁目１−５ プレイタウンサンホーム１Ｆ
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 炭焼ダイニング 鶏侍 白石店 東札幌３条５丁目３−１５
つぼ八 篠路店 篠路３条５丁目１−１７ 尾州鮨 東札幌店 東札幌４条２丁目
菓子の樹 新琴似店 新琴似１条１０丁目２−７ いろはにほへと 白石店 東札幌５条６−６ 白石スカイコーポ１Ｆ
まつりや 新琴似店 新琴似２条８丁目８−８ 炭焼居酒屋 山の猿 白石店 南郷通２丁目南１１−１５

 コーチャンフォーレストラン＆カフェ 鳥屋 南郷７丁目店 南郷通７丁目北５−３０ タカシマビル２Ｆ
インターリュード 和食レストランとんでん南郷通店 南郷通１８丁目南３
ラーメン めんぞう 屯田店 屯田７条９丁目３−２ つぼ八 南郷１８丁目店 南郷通１８丁目南５−２０
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 らー麺 家康 北郷２条４丁目２−１８ 佐藤ビル１Ｆ
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 串鳥 本郷通店 本郷通８丁目南２−７

 北６条西７丁目５−３ マジックスパイス 札幌本店 本郷通８丁目南６−２
北海道自治労会館１Ｆ ＺＵＣＣＡＦＥ２２ 本郷通１２丁目南４−１５ 土屋ビル１Ｆ

 創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎 焙煎研究所 本通３丁目北３−２６
さっぽろ店～札幌駅東口～ 夢工房 本通３丁目北５番１号 本通ハイム１Ｆ

 北７条西２丁目５−３ 焼肉徳寿 白石店 本通１６丁目北１２−３６
ＪＲ東日本ホテルメッツ札幌１Ｆ

まぜそば専門店 麺や太郎 北７条西２丁目２０ 東京建物札幌ビルＢ１
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 東京建物札幌ビルＢ１ ケイク・デ・ボア 月寒西３条１０丁目１−１６

 北７条西４丁目 和食レストランとんでん月寒店 月寒中央通６丁目
ホテルルートイン札幌駅北口別館Ｂ１ 串鳥 月寒中央店 月寒中央通９丁目２−３ 山口ビル１Ｆ

港町のモンキチ 北７条西４丁目 宮澤興業ビルＢ１Ｆ 手打ちそばさくらの定食屋 月寒東３条１１丁目１ ブランチ月寒内
炭焼ダイニング 鶏侍 札幌駅北口店 北７条西４丁目 札幌トーカンビルＢ１Ｆ 和食レストランとんでん西岡店 西岡１条３丁目

 北７条西４丁目８−３ カフェ 桜や 西岡１条９丁目１４−１７
北口ヨシヤビルＢ１Ｆ 尾州鮨 西岡店 西岡４条１丁目

札幌モダンレストランえりも亭 北７条西５丁目１１  ミスタードーナツ
油そば専門店たおか 札幌駅北口店 北７条西７丁目６−１９ コーチャンフォーミュンヘン大橋店

 北８条西４丁目５番地 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
ホテルマイステイズ札幌アスペン１Ｆ 麺屋 彩未 美園１０条５丁目３−１２

博多 ぶあいそ 別邸 北８条西５丁目７ 北大南門前 焼肉徳寿 福住店 福住１条１丁目１−１
ホクダイマエ食堂 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
ＣＩＥＲＶＯ（シエルヴォ）  平岸２条５丁目２−１４

 北１７条西４丁目２番２０号 第５平岸グランドビル１Ｆ
ライオンズマンション北大前１Ｆ 油そば専門店たおか 平岸店 平岸２条７丁目４−１５

 北１９条西３丁目１番２４号 米愛豚とおばんざい みかみ 平岸２条８丁目３−１
キングパレスⅢ１Ｆ 串鳥 平岸駅前店 平岸２条８丁目４−９

汁なし 六鶴 北２１条西４丁目１−１６ ドミール２１ さっぽろ特濃カレー 平岸２条１３丁目３−１０
油そば専門店たおか 北２４条店 北２３条西３丁目２−２６ 宮田屋珈琲 豊平店 平岸４条１丁目４−４
串鳥 北２４条店 北２４条西４丁目 麺処 蓮海 平岸店 平岸５条７丁目８−１

 札幌のイタリアン居酒屋 炭リッチ  豊平２条１丁目１番３９号
北２４条店 パロスリバーサイド１Ｆ

 北２４条西４丁目３番１号 ぶっとびロケットカレー 豊平店 豊平２条２丁目１番８号
第３タイガービル３Ｆ 焼肉徳寿 豊平店 豊平３条１１丁目２−３２

梅酒ＢＡＲ ＳＯＵＬ ＣＯＭＰＡＮＹ 北３２条西４丁目１−７ コウメイビル１Ｆ
和のおやつ かわさき庵 北３７条西４丁目２−３

中の島１条１３丁目

北海道食市場 丸海屋バル

北１５条西４丁目２番１８号
Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ．ＧＡＫＵ平岸

そばと豚丼 北堂

クアントノルテ

やきとり屋 鳥゛加夢

北２４条西４丁目１−１８ 串鳥ビル２Ｆ 喫茶ＭＰ４

Ｓｏｕｒｃｅ ７２

札幌市豊平区

酔食居酒屋 山の猿 札幌駅北口店

海鮮食堂 海ＫＡＩ 北口店

新川３条１８丁目

ラーメン専門三代目月見軒札幌北口店

北７条西１丁目 ＮＳＳビルＢ１Ｆ

札幌市白石区

札幌市北区

いろはにほへと あいの里店
七福

和食・酒菜 釧路ふく亭 イオン札幌桑園店

北１０条西１４丁目 桑園イーストプラザ内

回転寿司とっぴ～ 桑園店

旬地旬鮮 海の音 ＪＲ５５店

炭焼ダイニング はなび 札幌駅西口店
レストラン ローリエ

スカイレストラン 丹頂

レストラン＆バー ＳＫＹ Ｊ

北１６条東１６丁目 東豊ビル２Ｆ

北４条西４丁目 札幌国際ビルＢ１Ｆ 炭焼ダイニング はなび 麻生店

札幌市東区

Ｔｈｅ Ｌｏｂｂｙ Ｌｏｕｎｇｅ

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 札幌市北区
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 真駒内幸町２丁目１−１２ 宮田屋珈琲 美しが丘店 美しが丘２条１丁目６−７
ミュークリスタル１Ｆ お菓子のドルチェヴィータ 美しが丘２条２丁目６−２１

元気酒場 マルキチタイガー 真駒内本町６丁目１−７ 次郎⾧ビル ひこま豚食堂＆精肉店Ｂｏｏｄｅｌｉ 美しが丘４条６丁目２−６
串鳥 澄川店 澄川３条２丁目  真御膳 真らーめん 正直家
佐藤洋菓子店 澄川４条６丁目４−３ イオンタウン平岡店

 川沿４条２丁目 焼肉徳寿 平岡店 平岡４条１丁目４３−１
ＡＰＡホテル＆リゾート札幌 手打ちそばさくら 平岡本店 平岡公園東１丁目１２−５

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

 函館イタリアン Ｐｉｚｚｅｒｉａ
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 ＡＭＯＲＩＮＯ
串鳥 ＪＲ琴似駅前店 琴似１条１丁目７−２０ 琴似本間ビル１Ｆ グルメ回転ずし 函太郎 宇賀浦本店 宇賀浦町１４−４
炭火やＢＢ 琴似店 琴似１条２丁目５−３ ハシモトビル１Ｆ とんかつ かつきち 宇賀浦店 宇賀浦町１５−１
なごみＤｉｎｉｎｇとんぼ 琴似１条２丁目５−３ ハシモトビル２Ｆ 焼肉番⾧ 花園店 花園町９−１２
創作焼鳥・美酒銘柄鳥太郎 琴似本店 琴似１条２丁目５−６ 琴似一番館ビル 焼肉番⾧ 亀田港店 亀田港町５８−１

 琴似１条３丁目３−２２ チャイニーズレストラン虎龍 亀田本町４−８
ことにセンタービル 回転ずし 函太郎ジュニア サムズ 桔梗町４１８

Ｂｌａｎｃｈｅ ＫＯＴＯＮＩ 琴似１条５丁目３番１８号 チャイナダイニング鳳凰 桔梗町４１８−１１０
串鳥 琴似店 琴似１条６丁目４−１９ 大輝ビル１Ｆ 真御膳そば 究 函館宮前店 宮前町３１−２
ミンチェッタ 琴似店 琴似１条７丁目１−３５ さんぱちビル 酒肴処 元町九条 元町３１−２３

 琴似２条１丁目３−５ グルメ回転ずし 函太郎 五稜郭公園店 五稜郭町２５−１７
玉田ビルクロスロード琴似１Ｆ 麺厨房 あじさい 本店 五稜郭町２９−２２

 琴似２条３丁目１−７ Ｃａｆｅｒｅｓｔ ａｘｉｓ 五稜郭町３５番１号 ホーム企画ビル１Ｆ
Ｄプランニングビル１Ｆ 函館塩ラーメン 麺あじたか 五稜郭町３６−７

手打うどん 寺屋 山の手３条６丁目１番１０号 ヤマイチ３６ とんき 五稜郭店 五稜郭町４２−１２
麺屋 丸鶏庵 山の手６条６丁目２−１１ 函館カレーＥＸＰＲＥＳＳ 五稜郭タワー店 五稜郭町４３番９号（五稜郭タワー２Ｆ）

 西町南１８丁目１−４０ ラーメンめんぞう・和家 港店 港町１丁目１２番６号
クリエイトビル１Ｆ レストハウス 樹林 時任町３番１２号

昭和ラーメン ふくや 二十四軒３条４丁目２−２ 函館ダイニング雅家 若松町８−１４
若どりの鳥せい 札幌琴似店 八軒１条東１丁目３−４ 味鮮 まえかわ 若松町９−１５
そば処 六花（りっか） 八軒１条東３丁目３−１７ 朝市 あけぼの食堂 若松町９−１５ どんぶり横丁内
焼肉徳寿 八軒店 八軒５条東２丁目７−６ 朝市お食事処 山三道下商店 若松町９−１７ 朝市どんぶり横丁内

 発寒６条９丁目４−２４ 函館朝市 栄屋食堂 若松町１１−４
フジックスビル６ １Ｆ 朝市炉端 五聚富 若松町１１−１６

いろはにほへと 宮の沢店 発寒６条９丁目６０９ ペルル宮の沢２Ｆ 函館麺屋ゆうみん 若松町１９−１
餃子館 発寒８条１４丁目５１６ ホテルテトラ函館駅前店内 はこだて寿司 若松町１９番１１号

 とんかつ かつきち
函館昭和タウンプラザ店

串鳥 新さっぽろ店 厚別中央２条５丁目２−１０ ラーメンの王道 北浜商店 昭和店 昭和１丁目２９−５
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 居酒屋 山の猿 函館昭和店 昭和３丁目３１−１６
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 ダイニング四丁目 昭和４丁目５１−６

厚別中央２条５丁目５−  ２５ マル モンターニャ 松陰町３１−１３
ホテルエミシア札幌 １Ｆ ｏｄｅｏｎ 松風町１−１４
厚別中央２条５丁目５−  ２５ やきとり大吉 函館店 松風町２−５
ホテルエミシア札幌 １Ｆ エビス軒 松風町３−１１
厚別中央２条５丁目５−  ２５ やきとりおでんの寿楽 松風町４−１７
ホテルエミシア札幌 １Ｆ とんき 大門店 松風町５−１３
厚別中央２条５丁目５−  ２５ 函館麺屋四代目 松風町６−１０
ホテルエミシア札幌 ３０Ｆ さかえ寿し 高砂通り店 松風町２０−５

 厚別中央２条５丁目７−２ 函館パークホテル 居酒屋とり善 新川町２９番１５号
サンピアザＢ３Ｆ エレ・パテシエール ポーム 深堀町３１番５４号

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 フードアンドドリンク ムスク 杉並町８−２１
有限会社鮨処はせ川 厚別東３条４丁目４−１ レストラン唐草館 青柳町２１−２３
空のかおり 厚別東４条６丁目３番１号 ごはん・おやつ シプル 船見町７−２４

 大谷地東３丁目３−２０ Ｃａｆｅ＆Ｄｅｌｉ ＭＡＲＵＳＥＮ 大手町５−１０ ニチロビル１Ｆ
ＣＡＰＯ大谷地２階 ＴＡＱ−ＡＮＮＥ（琢庵） 大縄町１４−１４

つぼ八 大谷地店 大谷地東５丁目４−５ グルメ回転ずし 函太郎 美原店 中道２丁目５２−１
和食レストランとんでん厚別店 中央２条４丁目 Ｅｎｄｅａｖｏｕｒ函館湯の川店 湯川町１丁目２６−２４

ホテルテトラ湯の川温泉内 レストラン 湯川町３丁目１２番１１号
大黒屋旅館 湯川町３丁目２５番１０号

吉山商店 手稲店 稲穂１条８丁目２−１０  美原３丁目１３−１５
つぼ八 手稲稲穂店 稲穂２条７丁目６ ビックハウスアドマーニ２Ｆ
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  美原３丁目１３−１５
串鳥 手稲駅前店 手稲本町２条３丁目６−１１ ビックハウスアドマーニ２Ｆ
和食レストランとんでん手稲前田店 前田５条１０丁目 カラオケ ポップコーン 美原店 美原３丁目５２−１
焼肉徳寿 手稲店 前田６条１３丁目１−１ つぼ八 函館美原店 美原３丁目５２−１
餃子苑 富丘の里 富丘３条３丁目１ 欧風創作ビストロ パサパ 富岡町１丁目１８−５
手打ちそばさくら 手稲明日風店 明日風２丁目１７−１ 和風とんかつ専門店 とん悦本店 宝来町２２−２

ベイサイドレストラン みなとの森 豊川町１１番５号
紅茶専門店 ルフナ 本町４−２０ ２Ｆ

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 炭焼居酒屋 とりの介 函館五稜郭店 本町８−１８ 五稜郭本町ビル１Ｆ
麺処 蓮海 清田店 真栄４条１丁目２−１ キャノンボール 炮彈飛車 本町９−１１

 真御膳そば 真とんかつ 葉実皮 旬の味 ご馳走亭 本町１１−８
羊ヶ丘通店 鮨竹亭 本町１７−１ 時計台ビル１Ｆ
シチュー屋さん ポトフ 真栄５条２丁目２−２２ 炭リッチ 函館本町店 本町３２−４ ２Ｆ
宮田屋珈琲 清田本店 清田１条３丁目１−６６ 肉鍋と肴 どんぐり 本町３２−９
コクドウカレー 清田２条３丁目１−５ 鯉之助 本町３２−１１

 ミスタードーナツ つぼ八 函館本通り店 本通２丁目１４−１７
コーチャンフォー美しが丘店 とんかつ・天ぷら 華な美 本通２丁目１４−１８

十割そば しゃぶ鍋 豊ろ香大谷地店

札幌市手稲区

しゃぶしゃぶ食べ放題 しゃぶ匠

ベーカリーショップ ノースクレスト

和食処 たやま

中国料理 仙雲

美しが丘１条５丁目

情熱ステーキ 美原店

札幌市清田区

真栄４条３丁目２−１

串鳥 宮の沢駅前店

昭和１丁目２９−２ ホクレンショップ内
札幌市厚別区

カフェ・ドム

大衆串横丁 てっちゃん 琴似店

ｏｊ珈琲 琴似店

札幌スープカレー曼荼羅

いろはにほへと 新さっぽろサンピアザ店

函館市
札幌市西区 宇賀浦町６−１０

居酒屋 琴似のきんぎょ

ごはん酒場 山の猿 真駒内店

平岡２条５丁目２−６５ イオン札幌敷地内

海へ 川沿店

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～

札幌市南区 札幌市清田区
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五島軒本店レストラン雪河亭 五島軒本店  ２条通り７丁目左１号
スイーツ＆デリカショップＡｓｈｉｂｉｎｏ プラネット２・７ １Ｆ
五島軒 十字街プロミエルカモイ店 末広町５番２０号 串鳥 旭川五・七店 ５条通７丁目右１０号 サクライビル１Ｆ
函館ビヤホール 末広町１４番１２号 牛若丸 大雪店 ９条通１９丁目２４０５
はこだて柳屋本店 万代町３−１３ 回転寿司とっぴ～ 旭川宮前店 宮前１条３丁目２−１０
そば処 江戸八 万代町７番２９号 つぼ八 旭川東光店 東光２条４丁目４−２６
ホテルテトラ内 チャイニーズキッチン龍鶴 梁川町１７−１６ つぼ八 旭川南６条通店 東光７条１丁目５−１０
牛タン専門店 進 梁川町１８−１ 牛若丸 南６条通り店 東光７条１丁目５−１２
ＳＨＩＫＩＮＡ函館ダイニング 梁川町１８−１４ 牛若丸 豊岡環状通店 豊岡１５条６丁目６−１

牛若丸 旭川北店 末広１条５丁目１−２０
つぼ八 旭川末広店 末広東１条５丁目１−３

くいもん酒場わはは 稲穂１丁目７−１５
すし処 浜谷 稲穂町２丁目１０−３

稲穂２丁目１０−８ 食彩館 とん田西町２１７−７
 アルファハーバーライトビルＢ１Ｆ カフェ＆レストラン Ｌｏｂｏ とん田東町４８２−２

串鳥 小樽本店 稲穂２丁目１８−１ 高雄ビル２Ｆ 味覚園 栄町店 栄町２丁目１−７
籔半 稲穂２丁目１９−１４ じんぎすかん屋 モンゴル 幸町５丁目５−２

 真御膳そば 葉実皮／らーめんむくげ 創作家庭料理あのね 幸町５丁目５−２
⾧崎屋小樽店 あんこちゃん 山下町３丁目１−７
ベーカリーショップ クリハラ ⾧崎屋店 稲穂２丁目２０−１ ⾧崎屋Ｂ１Ｆ カジュアルレストラン ことぶき亭 寿町２丁目２−１７
支那そば愛幸 稲穂５丁目９−２ 蒸しぱん専門店 オリーボル 常盤町５丁目２−６
平野パン 奥沢店 奥沢２丁目１０−２１ 三福 東店 大町１０７−１１
郷土料理 おおとみ 花園１丁目３−１５ いろはにほへと 北見駅前店 大通西３丁目２ サンロードビル１，２Ｆ
食酒堂×ギャラリー想天坊 花園１丁目４−２３ つぼ八 北見三輪店 東三輪２丁目４２−１ 金井ビル１Ｆ
大衆バル ＢＲＩＤＧＥ 花園１丁目４−２３ ほた姫 北１条東１丁目
味処 かまわぬ 花園１丁目６−４ 嵐山ビル２Ｆ サイケデリック 北２条西１丁目１５
平野パン 花園店 花園１丁目６−１３  北３条西３丁目６
酒処 ふじりん 花園１丁目８−２４ 北見ピアソンホテルＢ１Ｆ
和風厨房 み神 花園１丁目１０−５ ノモスビル１Ｆ 酒処 ぼん蔵 北４条西２丁目１５−３
串かつ風土 小樽店 花園１丁目１０−９ こんぼの舘 北４条西３丁目 銀座ビル１Ｆ
ダイニングバーまんげつ 花園１丁目１１−３ タンｄｅボラーチョ 北４条西３丁目１−１ 鈴屋ビル１Ｆ
中華 大丸ラーメン 花園１丁目１１−４ ＣＡＳＡ ｄｅ ＭＩＲＯ 北４条西３丁目２−１
酒房 喜多楼 花園１丁目１１番１７号 ＭＩＲＯ 北４条西３丁目２−１１
株式会社 寿楽園 花園１丁目１２番１０号 ＬＩＶＩＮＧ ＢＡＲ 北５条西２丁目
庄坊番屋 花園２丁目６−１０ 鳥若 北見総本店 北５条西２丁目 東宝ビル１Ｆ
無国籍料理ＦＯＯＤ＆ＢＡＲ ＭＯＮＩＫＡ 花園３丁目２−１ ＰＩＺＺＥＲＩＡ ＢＡＲ ＯＴＴＯ 北５条西２丁目６
お菓子の水晶堂 花園３丁目３−２ ＢＩＳＴＲＯ ＴＲＵＮＫ 北５条西２丁目１４
炭火焼肉大徳 花園３丁目４−１１ 治助 北５条西３丁目
とんかつ うみのや 花園３丁目５−１ 居酒屋 たなか家 北５条西３丁目 スカイビル１Ｆ
なまらや 花園３丁目６−６ ろばた 魚花 北５条西３丁目 ステラビル１Ｆ
た志満 花園３丁目９番２０号 炭焼 炙屋 北５条西３丁目 ステラビル１Ｆ
おたるダイニング 花園遊人庵 花園４丁目１番１号  北５条西３丁目１−２
つくし牧田 花園５丁目７番２号 銀座ソシアルビル１Ｆ
焼肉 錦光園 錦町１０−４  北５条西３丁目７−８
ヤマカそば 錦町１１番４号 たぬきスクエアビルⅡ １Ｆ
グルメ回転ずし 函太郎 小樽店 港町５−４ 肉のなごみ 北５条西４丁目 ソシアルビル１Ｆ
回転寿司とっぴ～ 小樽運河通店 港町６−４ 味覚園 北見総本店 北５条西４丁目 ソシアルビル６Ｆ
麓のカフェ 最上２丁目１６−２１  北５条西４丁目１１
レストラン四季 桜４丁目５−２１ ソシアルプラザビル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
喫茶ルナパーク 松ヶ枝１丁目２１−５ カジュアルレストラン マルシェ 北進町７丁目５−１２
一福 そば店 色内１丁目６−８
洋食屋マンジャーレＴＡＫＩＮＡＭＩ 色内２丁目１番１６号
石と鉄 ＳＴＯＮＥ ａｎｄ ＩＲＯＮ 色内２丁目２−８ 和食レストランとんでん苫小牧店 新富町２丁目
小樽らーめん 一期一会 新光４丁目３番２４号  表町２丁目１−１４
平野パン 南樽市場店 新富町１２−１（南樽市場内） 王子不動産第三ビルＢ１Ｆ

 ベーカリーショップ クリハラ  表町２丁目１−１４
新南樽市場店 王子不動産第三ビルＢ１Ｆ
Ｃａｆｅ＆Ｈａｌｌ Ｍａｔａｎｏ 張碓町５３１−１６

⾧橋２丁目１７−１６
（十字街クリニックビル１Ｆ） いろはにほへと 南稚内店 大黒２丁目６−３０

ベーカリーショップ クリハラ 本店 入船２丁目５番１号
トラットリアコンフォルテーボレ 富岡１丁目２０−１
菓匠 小樽 六美 緑１丁目２番１２号 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
和食レストランとんでん江別店 野幌町３番４−７

いろはにほへと 幣舞橋店 末広町２丁目１−１ 浪漫座ビル１Ｆ 串鳥 野幌駅前店 野幌町３６−２
海へ 釧路中央店 末広町２丁目１−１ 浪漫座ビル２Ｆ

回転寿司とっぴ～ 士別店 大通西１６丁目
海へ 帯広中央店 西１条南９丁目１７−２ ＡＬＴＡビル２Ｆ
いろはにほへと 緑ヶ丘店 西８条南１７丁目３−１
いろはにほへと 西帯広店 西２０条南４丁目３８−５ 牛若丸 名寄本店 西２条南４丁目７ 海晃ビル

カルビ大将 名寄店 西４条南５丁目２６−１
大衆焼鳥 鳥晃 本店 西４条南６丁目１２

串鳥 岩見沢店 ３条東１丁目 つぼ八 名寄店 西４条南７丁目７ ホクトビル
和食レストランとんでん岩見沢店 １０条３丁目２番１号 カラオケ つぼっち 名寄店 西４条南７丁目７ ホクトビル２Ｆ

帯広市

名寄市

岩見沢市

平野パン ⾧橋店 稚内市

江別市

釧路市

士別市

苫小牧市

海へ 苫小牧店

築港８−１１（１Ｆ） 甘太郎 苫小牧店

味覚園 銀座店

百萬力

海鮮家 魚政

稲穂２丁目２０−１

郷味津々 ちさん亭

炭焼居酒屋 山の猿 小樽駅前店

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～

末広町４番５号 串鳥 旭川本店

小樽市

北見市

函館市 旭川市
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ビストロや シーラカンス みどり台北４丁目２−７ 串鳥 恵庭店 京町５６−１ ＭＹ恵庭ビル１Ｆ
寿し・和食処 ほうりん 幸町１丁目６ ニューサンロード内 和食レストランとんでん恵庭店 戸磯６１６番２号
い酒や えどや 幸町１丁目１６−１
いろはにほへと 千歳店 幸町３丁目 ふじやセブンビル１Ｆ
ＤＩＮＩＮＧ 酒瑠波 幸町４丁目１９−２ いろはにほへと 伊達店 網代町１１−１

 北海道まるごとダイニングうまいっしょ！
千歳店
和どさんこキッチンゴリラ 千歳店 幸町５丁目６−１ クイーンズホテル１Ｆ 串鳥 北広島駅前店 栄町１丁目２−１
やきとり 米澤 信濃１丁目７−１８
つぼ八 千歳中央大通店 新富３丁目１０−１
中華食彩房 味萬 清水町１丁目１２−２ カラオケ ツボッチ 七重浜店 七重浜３丁目２３−１０
鮮彩 あじな店 村井 清水町２丁目１９−９ エイトビル１Ｆ つぼ八 七重浜店 七重浜３丁目２３−１０
やきとり アトム 清水町４丁目２−３ グルメ回転ずし 函太郎 上磯店 七重浜７丁目１５−１
串鳥 千歳駅前店 千代田町５丁目５−１ とんかつ かつきち 上磯店 七重浜７丁目１５−１

 千代田町６丁目１−２
千歳エアポートホテル１Ｆ

つぼ八 サーモンパーク店 東郊１丁目１ いろはにほへと 花川店 花川南１条５丁目１９
駒そば亭 柏台南１丁目５−２ 自然カフェの おひさま 当別町白樺町５８−９ 当別町役場３Ｆ
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

ひこま豚 食堂 ファーマーズショップ 森町赤井川１３９

回転寿司とっぴ～ 滝川店 東町１丁目４８−１２
いろはにほへと 滝川店 本町３丁目１ 熊本ビル２Ｆ ユニ東武ゴルフクラブ 由仁町山形１３２

ユンニの湯 レストラン「ゆにごこち」 由仁町伏見１２２
ゆにガーデン チャイブ 由仁町伏見１３４−２

いろはにほへと 深川店 ３条９丁目８ ３条プラザ１，２Ｆ

つぼ八 美幌店 美幌町字大通北１丁目３−１
いろはにほへと 富良野店 本町３−５

いろはにほへと 遠軽店 遠軽町大通南２丁目２−１
いろはにほへと 幌別店 中央町６丁目２−６

 新ひだか町静内本町２丁目１−２５
プライムビル１Ｆ

～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～

紋別郡
登別市

日高郡

いろはにほへと 静内店

茅部郡

滝川市
夕張郡

深川市

網走郡
富良野市

伊達市

幸町４丁目２５−１ 千歳第一ホテル１Ｆ
北広島市

北斗市

海鮮居酒屋 うみや
石狩郡

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～

千歳市 恵庭市
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