お得〜ポン
キャンペーン

飲食店 中央区
1

いただきコッコちゃん 北1条店

北1条西3丁目3-11桂和北1条ビル2階

2

いただきコッコちゃん 桑園店

北8条西15丁目28-176

3

エレクトリック・シープ・バー ススキノ店

南4条西2丁目 渡辺ビル9階

4

エレクトリック・シープ・バー JR55ビル店

北5条西5丁目 JR55SAPPOROビル7階

5

ＯＮＩＹＡＮＭＡ

南1条西6丁目21-1 センチュリーヒルズ1階

6

籠家

札幌駅南口本店

北4条西2丁目1-25 札幌TRビル9階

7

カジュアルラウンジTampopo

南4条西5丁目シャンゼリゼビル8階

8

グリルブッフェレストランバー オードリー

9

コーヒープラザ 西林

南1条西4丁目4丁目プラザ地下2階

10

琥珀

南5条西4丁目1-14アルトビル5階

11

ごまそば八雲 札幌国際ビル店

北4条西4丁目 札幌国際ビル地下2階

12

ごまそば八雲 札幌パルコ店

南1条西3丁目 札幌パルコ8階

13

ごまそば八雲 4丁目プラザ店

南1条西4丁目4丁目プラザ地下2階

14

ごまそば八雲 地下街オーロラタウン店

大通西2丁目 札幌地下街オーロラタウン地下1階

15

燦燦

南4条西5丁目 F45地下1階

16

THE RED BAR

北2条西3丁目-1-18 第25桂和ビルB1階

17

シメパフェ Melty

南4条西5丁目つむぎビル3階

18

香香厨房 JR55ビル店

北5条西5 JR55 sapporoビル7階

19

JAPANESE DINING 無花果

南4条西5丁目 第4藤井ビル7階

20

中国料理 孝華

南6条西2丁目 札幌プリンス6.2ビル2階

21

中国料理 緑花

22

DIVA

南5条西2丁目 サイバーシティビル9階

23

バールバールプロペッチョ

南3条西3丁目3-3-2 第2タムラビル2階

24

PAB Pure Girls

南5条西5丁目21-1 第2旭観光ビル4階

25

北海道朝市

南3条西5丁目30 三条美松ビル4階

26

hokkaido ひやまる

南2条西6丁目 ペンシルビル3階

27

42BAR

南4条西2丁目11-7 TOMORUビル10階

28

ミア・ボッカ 北2条店

北2条西3丁目 sitatte sapporo2階

29

ミア・ボッカ 札幌エスタ店

北5条西2丁目 札幌エスタ10階

30

丸美珈琲店 大通公園本店

南1条西1丁目2松﨑ビル1階

31

MARUMI COFFEE STAND NAKAJIMA PARK 中島公園店

南14条西6丁目 KCメープルコート1階

32

MARUMI COFFEE STAND sitatte sapporo

北2条西3丁目 sitatte sapporoB1階

33

三川屋会館 本館

南3条西5丁目17

34

三川屋会館 豊

南3条西6丁目7

35

焼肉 上を向いて歩こう。

南5条西3丁目五條ビル地下1階

※

※

大通西8丁目13-20 札幌ビューホテル大通公園

大通西8丁目13-20 札幌ビューホテル大通公園

011-213-0101
011-644-1777
011-520-2233
011-272-5056
011-207-5454
011-252-9989
011-213-0007
011-261-8332
011-261-1138
011-530-4566
011-221-3640
011-214-2335
011-261-1198
011-251-8999
011-211-5867
011-271-7000
011-522-5755
011-272-5055
011-211-4469
011-513-0062
011-261-8332
011-215-1798
011-213-0245
011-200-0531
011-211-4808
090-2812-3292
011-205-0101
011-211-6585
011-522-5131
011-207-1103
011-513-8338
011-596-7133
011-231-7400
011-271-2881
011-596-8968

居酒屋
居酒屋
バー
バー
カフェ
居酒屋
ラウンジ
レストラン・バー
喫茶店
バー
そば
そば
そば
そば
居酒屋
バー
パフェ
中華料理
創作和食
中国料理
中国料理
バー
オイスターバー
パブスナック
居酒屋
居酒屋
バー
イタリア料理
イタリア料理
カフェ
カフェ

お 酒 を 飲 ん だ ら！家 族 で お 出 か け し た ら！

さっぽろ

お 帰 り は タ ク シ ー を ご 利 用 く だ さい ︒

さっぽろお得〜ポンを
ご利用いただける店舗

カフェ
宴会場
宴会場
焼肉

飲食店 北区
36

いただきコッコちゃん 北8条店

北8条西4丁目 稲津ビル1-2階

37

ごまそば八雲 パセオ店

北6条西4丁目3-1 JRパセオウエストB1階

38

香香厨房 PASEO店

北6条西2丁目 JRパセオイースト1階

39

ホルモン専隊もつレンジャー

北24条西4丁目1-17 北24条KHビル2階

40

ミア・ボッカ 札幌駅北口店

北7条西5丁目 ストーク札幌1階

41

ミア・ボッカ 麻生店

麻生町2丁目 ラ・ヴィータ麻生2階

011-726-6655
011-213-5732
011-213-5571
011-374-1984
011-736-6677
011-708-7766

居酒屋

011-676-8022
011-668-0303
011-614-5499

居酒屋

そば
中華料理
居酒屋
イタリア料理

さわやか無線

011- 640- 2400

イタリア料理

飲食店 西区
42

いただきコッコちゃん JR琴似駅前店

琴似1条1丁目1-20

43

いただきコッコちゃん 宮の沢店

発寒6条9丁目1-10 ペルル宮の沢1階

44

ごったがえし

西区琴似1条5丁目細川ビル2階

45

にく家のカレー

西野5条9丁目4-6

46

ミア・ボッカ JR琴似駅前店

琴似1条1丁目1-20

011-676-3151

イタリア料理

011-890-2628
011-893-2266
011-890-2323

イタリア料理

琴似本店

居酒屋
居酒屋
カレー店

飲食店 厚別区
47

イタリア料理クッチーナ 新札幌デュオ店

厚別中央2条5丁目デュオ2･2階

48

イタリア料理クッチーナ 厚別南店

厚別南2丁目13-9

49

ごまそば八雲 新さっぽろサンピアザ店

厚別中央2条5丁目7-2サンピアザメトロモール地下3階

ハートタクシー

011- 866- 5432

イタリア料理
そば

飲食店 東区
50

いただきコッコちゃん 新道東店

北33条東16丁目22-33

松尾ジンギスカン

北19条東8丁目3-2

011-780-1555
011-711-2828

居酒屋

51

北野2条2丁目7

011-888-5520

イタリア料理

北郷3条12丁目7-34

011-871-6767

ラーメン

011-213-8711
011-213-8288
011-676-4767

フィットネス

ジンギスカン

飲食店 清田区
52

イタリア食堂クッチーナ 北野店

飲食店 白石区
53

月見軒 北郷本店

S Kタクシー

011- 761- 6000

フィットネス
54

KARADAchiffon miyanomori

宮の森1条5丁目1番6号 SL I Tビル2階

55

KARADAchiffon yamanote

山の手1条1丁目3-1 MOE BLD１階

56

TU FF& PEAC E maruyama

大通西25丁目1-1ワールドビル3階

フィットネス
フィットネス

アクテビティ（飲食）
57

ワンダーランドサッポロ

※印の店舗についてはご利用のみ可能です

福井478

011-661-5355 飲食・アクティビティ

上記のタクシー
会社のみクーポンの
ご利用が可能です

