
№ ID

【業態】

○イベント

○居酒屋

○スナック・バー・ラウンジ等

○その他飲食店

○カラオケボックス・パチンコ等

○小売店

○ホテル・旅館等

○スポーツクラブ等運動施設

○劇場・博物館等文化施設

○その他公共施設

○事業所・団体事務所等

○タクシー

○その他

店舗（支店）

イベント

施設名

特典等 感染予防対策PR

北海道飲食店感染

防止対策認証制度

（第三者認証）

市町村 住所 電話番号 URL

1 1002837 居酒屋 ポン酒とおばんざい　おん 乾杯ドリンクお一人様１杯サービス（当日１回限り、同伴者４名様まで） 換気、アクリル板、検温消毒、空気清浄機 × 札幌市 中央区南６条西４丁目５　タカセビル地下 011-206-7232

2 1001925 居酒屋 やき鳥魂　わだ家 お会計５％引き（他のクーポン・割引券との併用不可） 感染対策をしてお待ちしてます。 ○ 札幌市 中央区北５条西１２丁目２－２３　ＡＳＩＡ５１２ビル１Ｆ 011-210-6580
https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010102/1026

724/

3 1001980 居酒屋 札幌焼鳥ばんぶう ５本セットを１本おまけ ○ 札幌市 中央区南２条西５丁目　札幌プラザ２・５　１階 011-219-1686

4 1002212 居酒屋 鳥あたますすきの店 ファーストドリンクサービス　お１人様ワンドリンク、フード１品以上のご注文お願い致します。 × 札幌市 中央区南４条西５丁目６ー３　第２秀高ビル２階 011-221-1557

5 1000181 居酒屋 ハウスダイニング　ルンゴカーニバル
飲み放題１２０分１５００円が１２８０円　条件　お一人様２５００円以上ご飲食のお客様（飲み放

題料金込み）、他券併用不可
○ 札幌市 中央区南３条西２丁目７－１　ＩＣＣ南三条ビル５階 011-223-3939 https://housedining.owst.jp/

6 1000639 居酒屋 塩ホルモン７１２ 未定 ○ 札幌市 中央区南１条西４丁目１５－１　第２１ビッグ４階 011-232-0712

7 1001207 居酒屋 いっしんＩＺＡＫＡＹＡ其の弐　北２条店 グラスビール１杯目プレゼント　※お食事利用の方 入店時の検温、アルコール消毒の実施 ○ 札幌市 中央区北２条西４丁目１　北海道ビルヂングＢ１Ｆ 011-251-2285 https://www.hotpepper.jp/strJ000026470/

8 1001436 居酒屋 産直大衆ビストロＳＡＣＨＩ大通り店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 中央区南３条西２丁目７－１ 011-251-7187

9 1000559 居酒屋 囲炉裏とお酒　ほのわ本店 日本酒１杯サービス しっかりと感染予防対策を実施中 ○ 札幌市 中央区南４条西２丁目１４番地２　セントラルＳ４ビル３Ｆ 011-251-9898 https://manage.gnavi.co.jp/

10 1002787 居酒屋 港町酒場もんきち商店桑園店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 中央区北１０条西１４丁目　ＪＲ桑園駅高架下イーストプラザ内 011-252-7417

11 1000169 居酒屋 ろばた大助本店 ・お会計より１０％引き致します。 ・従業員のマスクの着用・定期的な換気など ○ 札幌市 中央区南６条西４丁目　ライトビル２階 011-520-4333 https://www.oosuke.co.jp

12 1000977 居酒屋 北の味　大助 ・お会計１０％オフ（現金支払いのみ） ・空調設備あり・入店時検温消毒 ○ 札幌市 中央区南５条西２丁目　サイバーシティビル 011-521-8989

13 1001803 居酒屋 料理屋ＣＯＥＺＯ
２，０００円以上のご利用でソフトドリンク又はビール又はグラスワイン一杯分を無料提供させてい

ただきます。
次亜塩素酸水の空中散布トイレに紫外線装置 ○ 札幌市 中央区南６条西４丁目１１ー６　１階 011-563-6115

14 1001176 居酒屋 一番星★きむら
お好きなドリンク一杯無料。紙の接種済証等をご提示される場合より、スムーズに入店する事が出

来。安心、安全にご利用頂けます。
感染防止対策徹底宣言書ダウンロード申請済 ○ 札幌市 中央区南６条西３丁目　ススキノ中央ビル９階 090-1648-8412

15 1000242 居酒屋 港町のモンキチ。札幌駅北口店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 北区北７条西４丁目　宮澤ビル地下１階 011-214-1030

16 1001392 居酒屋 シハチ鮮魚店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 北区北２４条西２丁目１－１３　ベアーズ２４　１階 011-729-0066

17 1001312 居酒屋 海鮮食堂　海＜ＫＡＩ＞　北口店 未定 ○ 札幌市 北区北７条西４丁目８－３　北口ヨシヤビル地下１階 011-738-8100 https://www.ts-se.com

18 1001004 居酒屋 港町酒場もんきち商店白石本店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 白石区東札幌２条６丁目４ー１１　二康ビル１階 011-799-0080

19 1001918 居酒屋 炭焼バルＳＡＣＨＩ白石店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 白石区東札幌２条５丁目８ー１４ 011-841-3020

20 1000295 居酒屋 薩摩地鶏と地酒のお店　地鶏亭仁 ご提示で最初の１ドリンクサービス お客様同士の距離を十分に取っております ○ 札幌市 白石区東札幌５条６丁目１－１７　ダイアナ白石ビル１階 011-850-9629 https://www.hotpepper.jp/strJ001161242/

21 1001476 居酒屋 産直大衆ビストロＳＡＣＨＩ新札幌店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 厚別区厚別中央２条５丁目３－１ 011-398-5644

22 1002767 居酒屋 港町酒場新札幌もんきち商店 ・乾杯ドリンク１杯無料・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 厚別区厚別中央２条５丁目２－２５　六興ビル１階 011-893-6187

23 1002817 居酒屋 酒彩工房がんこＪ １７時３０分以降ご利用のお客様は、生ビール１杯サービスいたします 空気清浄機及び濃度二酸化塩素発生装置導入 ○ 札幌市 厚別区厚別南２丁目１６－２５　コーポラス巴里１階 011-895-7882

24 1001831 居酒屋 そらまめ
お一人につきドリンク一杯無料サービス（宴会コースは除く。お一人様２０００円以上のご利用時に

限る）
○ 札幌市 西区８軒６条東１丁目４－６ 011-614-8558

https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010204/1027

247/

25 1002862 居酒屋 ねぎまとおでん　とり晴 おでん３種サービス ○ 札幌市 西区琴似２条１丁目３－３　コトニ美松ビル１階 011-688-5985

26 1001851 スナック・バー・ラウンジ等 ＰＵＢ＆ＢＡＲ３ピース 紙の接種証明等をご提示される場合より、スムーズに入店頂けます。 ○ 札幌市 中央区南４条西５丁目　第４藤井ビル５階 011-206-6621

27 1000358 スナック・バー・ラウンジ等 セレニー チャームチャージ１，０００円引き 入店時消毒・パーテーション設置 ○ 札幌市 中央区南六条西４丁目５－１１　ジャスマック札幌ビル４階 011-211-0863

28 1001890 スナック・バー・ラウンジ等 Ｂａｒ　ＳＴＡＲＳ　２００３ お会計より１０％割引します。 当店は、感染防止対策実践店です。 ○ 札幌市 中央区南５条西４丁目７－６　菊良ビル５階 011-213-0407 https://www.barstars2003.com

29 1001168 スナック・バー・ラウンジ等 ＨＥＬＬＯ！ＷＡＴＥＲ ウェルカムドリンクとしてビール１杯サービス！ 入口に自動検温兼アルコール消毒装置設置済 ○ 札幌市 中央区南５条西６丁目９－３　ニュー桂和ビル８Ｆ 011-252-7113

30 1000302 スナック・バー・ラウンジ等 日本酒Ｂａｒにゃごりん ご提示で一皿おつまみをお付けします。 感染対策をしてお待ちしてます！ ○ 札幌市 中央区南４条西３丁目２番地　第２グリーンビル６階 011-513-5299 https://nyago-sake.com/

31 1001035 スナック・バー・ラウンジ等 フェアリー ★鏡月グリーン焼酎１本無料 感染防止対策済みの認証店となっております ○ 札幌市 中央区南５条西３丁目　第一ブルーナイルビル６Ｆ 011-520-7777

https://www.facebook.com/%E3%82%B9%E3%83%8

A%E3%83%83%E3%82%AF-

%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%AA%

E3%83%BC-570263233102655

32 1001374 スナック・バー・ラウンジ等 深海マリン 安心して入店できます。 ○ 札幌市 中央区南６条西４丁目　タカセビル２階 011-551-3089 http://www7b.biglobe.ne.jp/~marine1998/

33 1002976 スナック・バー・ラウンジ等 Ｓｉｘｔｈ　Ｓｅｎｓｅ ダーツ１ゲーム×人数分無料 × 札幌市 中央区南３条西３丁目９ー１　岩本ビル地下１階 011-596-0500

34 1000506 スナック・バー・ラウンジ等 バーリブートセカンドステージ ポップコーン１人前をサービス 北海道第三者認証店 ○ 札幌市 中央区南５条西６丁目　第５桂和ビル３階 011-596-7928 https://bar-reboot.com

35 1001720 スナック・バー・ラウンジ等 美さわ 安心安全にご利用頂けます。 消毒液完備　クリア板完備　まめな換気 ○ 札幌市 中央区南５条西３丁目　中銀３番館３階 011-596-8140

36 1001917 スナック・バー・ラウンジ等 ナイトサロン　紫乃道 ドリンク１杯サービス（初来店に限る） アクリル板、空気清浄機、加湿器設置済み ○ 札幌市 中央区南５条西六丁目　ニュー桂和ビル六階 070-8579-4614 https://www.instagram.com/shino4_3/

37 1002095 スナック・バー・ラウンジ等 ＰＵＢ＆ＢＡＲ３ピース 紙の接種済証等をご提示される場合より、スムーズに入店手続きをする事ができます。 常に、換気を行いながら営業しております。 ○ 札幌市 中央区南４条西５丁目　第４藤井ビル５階 080-4437-9969

38 1001216 スナック・バー・ラウンジ等 ＭＡＧＩＣ　ＢＡＲ　とまり木
【ご希望の方へ瓶ビール１本無料提供】（通常の９０分飲み放題＋パフォーマンス見放題プランには

ビールがありません。）
基本対策＋加湿機能付き空気清浄機常時可動 ○ 札幌市 中央区南４条西２丁目１０番６　南４西２ビル７階 090-2818-4828 https://tomarigi-since2016.shopinfo.jp/

39 1001788 スナック・バー・ラウンジ等 咲弥香 ワンドリンクサービス ○ 札幌市 中央区南６条西３丁目 090-2871-7088

40 1000218 スナック・バー・ラウンジ等 モーション ドリンク１杯無料又はカラオケ３曲無料 感染対策しっかり実施中 ○ 札幌市 中央区南６条西４丁目　野口ビル５階 090-8901-4083

41 1002925 スナック・バー・ラウンジ等 コラボパブ　ヤエ お好きなドリンク一杯サービス（一部除く） 感染予防対策万全 ○ 札幌市 中央区南５条西２丁目　サイバーシティビル　１１階 090-9751-0163

42 1001248 スナック・バー・ラウンジ等 カラオケバ－光 会計より５％オフ 感染対策を徹底してお待ちしております。 ○ 札幌市 北区北２４条西４丁目４番２５号　第５タイガービル２階 090-3390-7247

43 1002892 スナック・バー・ラウンジ等 スナック　ハイグレード ＊乾杯ビール１杯サービスお会計から５００円引き（どちらか１つに限ります） ○ 札幌市 西区琴似２条２丁目２ー２４　琴星ビル３階 011-000-0000

44 1002386 スナック・バー・ラウンジ等 Ｇｒｏｇ☆ＶｉｔａＲｏｓａ 生ビール、サワー、焼酎、ソフトドリンク　　１杯無料 ○ 札幌市 手稲区手稲本町１条３丁目３ー１０　千葉ビル３階 011-695-3077

45 1000129 スナック・バー・ラウンジ等 ＢＡＲ侍 カクテル１杯半額（２杯目） 徹底した感染予防対策講じております ○ 千歳市 清水町２丁目２２－１　堤会館１階 090-8427-2216

46 1002092 スナック・バー・ラウンジ等 パブ　サウンドガレ－ジ ５名様以上のご来店でボトル１本サービス ○ 恵庭市 栄恵町１１２－１　都乃観光ビル　１Ｆ　Ｅ号 0123-32-8673

47 1001804 スナック・バー・ラウンジ等 スナックｓｔａｙ お会計から５００円引き 第三者認証承認しています ○ 南幌町 中央３丁目１－２１　壇亭ビル 011-378-1673

48 1001524 その他飲食店 札幌海鮮丼シハチ鮮魚店ＰＡＲＣＯ店 ・安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 中央区南１条西３丁目３　札幌ＰＡＲＣ８階 011-206-1099

49 1000783 その他飲食店 キリンビール園　アーバン店 未定 ○ 札幌市 中央区南３条西４丁目　アーバン札幌ビル７階 011-207-8000 https://www.kirinbeer-en.co.jp

50 1002649 その他飲食店 すし処佐藤 安心、安全にご利用いただけます。 ○ 札幌市 中央区大通西５丁目８番　昭和ビル地下１階 011-210-7233

51 1000939 その他飲食店
らーめん山頭火

札幌北１条チカホ店
１７時以降にお食事のお客様に、ドリンク１杯サービス致します。 当店は、感染予防対策実施店です。 ○ 札幌市 中央区北１条西４丁目２‐２　札幌ノースプラザ　地下１階 011-211-1882 http://www.santouka.co.jp/

さっぽろＰＡＳＳ－ＣＯＤＥ事業（試行）　店舗・イベント・施設等一覧



№ ID

【業態】

○イベント

○居酒屋

○スナック・バー・ラウンジ等

○その他飲食店

○カラオケボックス・パチンコ等

○小売店

○ホテル・旅館等

○スポーツクラブ等運動施設

○劇場・博物館等文化施設

○その他公共施設

○事業所・団体事務所等

○タクシー

○その他

店舗（支店）

イベント

施設名

特典等 感染予防対策PR

北海道飲食店感染

防止対策認証制度

（第三者認証）

市町村 住所 電話番号 URL

52 1002286 その他飲食店 和牛焼肉　二代目　ばんばん ホルモン１皿無料もしくは食べ放題の場合お一人様２００円引き 入口に消毒スプレー、店内換気等 ○ 札幌市 中央区南６条西４丁目１－１１　ＴМ２９ビル１階 011-213-1029 https://banban.owst.jp/

53 1000290 その他飲食店 れざん 駄菓子サービス ○ 札幌市 中央区南３条西３丁目　ピクシスビル四階 011-222-0117

54 1001448 その他飲食店 ダイニング＆カフェ　ランデブーラウンジ １７時以降ご利用のお客様は、お会計より５％割引いたします 店内の窓全面にウィルス抗菌加工を施工済み ○ 札幌市 中央区北２条西１丁目１番地　ニューオータニイン札幌　１階 011-222-1522 https://newotanisapporo.com

55 1000810 その他飲食店 パーティー＆ダイニング　フォーシーズン
個室予約でご利用のお客様はお部屋料サービスいたします。＊ご予約時にお伝えいただき当日ご提示

下さい。
除菌効果の低濃度二酸化塩素発生装置導入 ○ 札幌市 中央区北２条西１丁目１番地　ニュオータニイン札幌　地下１階 011-222-1522 https://newotanisapporo.com

56 1002098 その他飲食店 ＦｒｕｉｔＳ　ｄｅｃｏ４３ フレッシュジュース１つ無料（３，３００円以上ご飲食の場合） 従業員は全員ワクチン接種済です ○ 札幌市 中央区南４条西３丁目　ＮＯ．２Ｇビル地下１階 011-252-9933

57 1001904 その他飲食店 炭火鳥焼　蔵鵡　本邸 未定 ○ 札幌市 中央区南３条西４丁目　アーバン札幌ビル地下１階 011-272-3210 https://www.ts-se.com

58 1002705 その他飲食店 レストラン　クラブチャイナ レストランご利用時のお会計より１０％ＯＦＦ ○ 札幌市 中央区南３条西５丁目１－２　ＳＹＯＫＵＳＡＮ３・５　ビル３階 011-272-4077 https://www.clubchina.jp

59 1001669 その他飲食店 炭焼豚丼小豚家 豚丼レギュラーサイズ３種類のみ１００円割引 入口に消毒スプレー、店内換気等 ○ 札幌市 中央区南３条西４丁目狸小路横丁　札幌プラザ２・５ビル１階 011-281-3900

60 1002392 その他飲食店 鉄板焼みつい １グループ一品サービス ○ 札幌市 中央区南３条西７丁目７－２ 011-281-9321

61 1002782 その他飲食店 鰻　道産料理　大助別亭 ・ファーストドリンクをサービス致します。 ・従業員のマスクの着用や定期的な換気など ○ 札幌市 中央区南５条西３丁目１－４　第１１グリーンビル３階 011-511-2020 https://www.oosuke.co.jp

62 1001329 その他飲食店 かわむら出汁茶 安心、安全にご利用頂けます。 感染対策をしてお待ちしてます。 × 札幌市 中央区南６条西３丁目６－３３　ＡＧＳビルＢ１Ｆ 011-522-5299

63 1000225 その他飲食店 四代目とらや食堂 １００円相当のトッピング無料 手指消毒、パーテションの設置、換気 × 札幌市 中央区南５条西３丁目８番　Ｎグランデビル元祖さっぽろラーメン横丁内 011-531-3223

64 1002250 その他飲食店 家庭料理大助 ・生ビールかお好きな日本酒１杯をサービス致します。 ・従業員のマスクの着用や定期的な換気など ○ 札幌市 中央区 南８条西３丁目１－１４　第１イトー・ビル１階 011-531-7497 https://www.oosuke.co.jp

65 1000011 その他飲食店 昭和親爺の餃子厨房亀ちゃん お一人様税込２，０００円以上のお会計金額の場合のみドリンク１杯無料。 ○ 札幌市 中央区南１４条西８丁目５－４０　クリオ行啓通参番館１階 011-577-3003 https://gyoza-kamechan.com/

66 1000643 その他飲食店 やきとり酒場　黄金の串　西２８丁目店 未定 ○ 札幌市 中央区北４条西２８丁目　バスターミナル２階 011-611-0594 https://www.ts-se.com

67 1000282 その他飲食店 かっぽう泰月 粗品進呈（ご予約の方のみ） ○ 札幌市 中央区南４条西６丁目８－３　晴ばれビル２階　かっぽう泰月 090-4363-1364 https://www.kappou-taigetu.com/

68 1002245 その他飲食店 成吉思汗だるま本店 安心、安全にご利用いただけます。 換気が良く消毒殺清掃を都度行っています ○ 札幌市 中央区南５西４　クリスタルビル１階 09048-7505-50

69 1002168 その他飲食店 札幌らーめん悠 ・接種済み証等ご提示でらーめん１杯１００円引き ○ 札幌市 中央区南５条西３丁目８番地　Ｎグランデビル１Ｆ 090-5952-9521

70 1002819 その他飲食店 ｓｏｌｏ．ｍｏｎｋ お会計時１０％オフ 感染防止対策実践店です ○ 札幌市 中央区南２条東１丁目７　Ｍ＇ｓ　ｅａｓｔ　１Ｆ 090-8278-2288

71 1001064 その他飲食店 天ぷらダイニング伊藤笑店 提示をしていただいたお客様に限り御飲食代を１０％引きとさせていただきます。 当店の収容客数は安心の４名限定です。 ○ 札幌市 北区北２４条西３丁目１－６　杉森ビル４階 011-737-7755

72 1001996 その他飲食店 鮨　大助 お会計より一割引 ○ 札幌市 東区北十六条東十六丁目　　東豊ビル一階 011-376-5512

73 1002192 その他飲食店 コミュニティカフェこみか ご対応ご協力いただいた方、次回ホットコーヒーサービス♪ ○ 札幌市 豊平区平岸３条１３丁目１ー３６ 011-557-3212

74 1000002 その他飲食店 そば処　更科 大盛りサービス × 札幌市 豊平区豊平３条７丁目３－２１　ニューライフ豊平１階 011-811-6669

75 1002436 その他飲食店 焼肉ダイニング　すみか　平岸店 未定 ○ 札幌市 豊平区平岸３条７丁目１－２７　平岸スクエアビル　１階 011-824-2900

76 1002693 その他飲食店 やきとり酒場　黄金の串　月寒中央店 未定 ○ 札幌市 豊平区月寒中央通６丁目３－３２ 011-851-0594 https://www.ts-se.com

77 1001659 その他飲食店 焼肉ダイニング　すみか　発寒店 未定 ○ 札幌市 西区発寒３条６丁目１－６　ターミナルプラザ３６ 011-667-2900

78 1000969 その他飲食店 ＢｌａｎｃｈｅＫＯＴＯＮＩ １０％割引　※他券併用不可　※イベント時は利用不可 ○ 札幌市 西区琴似１条５丁目３ー１８ 011-776-7940

79 1000830 その他飲食店 Ｐｒｉｓａｍａ クレープもしくはドリンクを５０円引にさせていただきます。 ○ 札幌市 西区発寒６条１０丁目８－１ 080-9611-7999

80 1001671 その他飲食店 焼肉ダイニング　すみか　手稲店 未定 ○ 札幌市 手稲区前田５条１２丁目１３－３４ 011-688-2933

81 1001627 カラオケボックス・パチンコ等 ソングカフェＤＲＡＭＡ　南２１条店 安心、安全にご利用いただけます。 新北海道スタイル・第三者認証、取得済み ○ 札幌市 中央区南二十一条西１２丁目３番地 011-561-1110

82 1001945 小売店 誠心堂　本店 ローソク・線香　２０％ＯＦＦ　（※他の特典との併用不可） 『新北海道スタイル』で営業中！ 対象外 札幌市 中央区南１条西９丁目２－４ 011-207-4194 http://www.seisindo.jp

83 1000907 小売店 北海道みやげ　たぬきや 全商品５％ＯＦＦ！！　　現金支払いのみ、他券併用不可、特価品等一部商品除く 感染対策を徹底してお待ちしております。 対象外 札幌市 中央区南３条西４丁目　狸小路４丁目 011-221-0567 https://www.tanukiya.co.jp/

84 1002691 小売店 誠心堂　東店 ローソク・線香　２０％ＯＦＦ　（※他の特典との併用不可） 『新北海道スタイル』で営業中！ 対象外 札幌市 東区北３８条東１丁目１－１５ 011-712-4194 http://www.seisindo.jp

85 1001611 小売店 誠心堂　厚別店 ローソク・線香　２０％ＯＦＦ　（※他の特典との併用不可） 『新北海道スタイル』で営業中！ 対象外 札幌市 厚別区厚別中央３条２丁目１６－３０　オリエンタルビル　１Ｆ 011-896-4194 http://www.seisindo.jp

86 1001719 小売店
ＢＲＩＴＩＳＨ　ＦＡＮ　ブリティッシュファ

ン
１０００円以上お買い上げで１００円引き マスク着用（配布）、アルコール消毒設置 対象外 札幌市 南区常盤２条２丁目７－１０　常盤コーポ　１Ｆ 011-592-4465 https://british-fan.com/

87 1002009 小売店 誠心堂　手稲店 ローソク・線香　２０％ＯＦＦ　（※他の特典との併用不可） 『新北海道スタイル』で営業中！ 対象外 札幌市 手稲区前田６条７丁目１－３ 011-681-4194 http://www.seisindo.jp

88 1001938 小売店 株式会社円甘味 ５４０円以上のお買い物でマドレーヌ１個プレゼント 消毒液の設置、飛沫防止用カーテンの設置等 対象外 小樽市 入船１丁目２－２２ 0134-61-1138 https://www.maruamami.jp/

89 1002553 ホテル・旅館等
ブッフェレストラン　ハプナ（札幌プリンスホ

テル　１階）
ブッフェランチ　おとな１名さま￥２，６６０（通常料金より５％割引） 安全で清潔な空間で快適にお過ごしください ○ 札幌市 中央区南２条西１１丁目　札幌プリンスホテル 011-241-1111 https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

90 1001383 ホテル・旅館等 ＧＡＲＤＥＮＳ　ＣＡＢＩＮ ご利用料金より５０円ＯＦＦ ソーシャルディスタンスに配慮した感染予防 対象外 札幌市 中央区南１条西４丁目４－１ 011-522-8585 https://www.gardenscabin.com/

91 1000578 ホテル・旅館等 札幌エクセルホテル東急ラーブル グラスワイン１杯サービス（ランチご利用時） ○ 札幌市 中央区南８条西５丁目４２０番地　札幌エクセルホテル東急 011-530-3304
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-

e/restaurant/larbre/index.html

92 1001255 ホテル・旅館等 函館国際ホテル 道民割 対象外 札幌市 中央区南１６条西９丁目２－５－８０１ 011-563-0242

93 1000518 ホテル・旅館等 和食　からまつ ワンドリンクサービス（ディナーご利用時） ○ 札幌市 中央区南８条西５丁目４２０番地　札幌エクセルホテル東急 011-5869-4351
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-

e/restaurant/karamatsu/index.html

94 1002264 ホテル・旅館等 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＮＮ札幌（民泊） ・宿泊代金１０％ＯＦＦ・７泊以上滞在で２０％ＯＦＦ・マンスリー滞在３０％ＯＦＦ 非対面チェックインの宿泊施設です。 対象外 札幌市 中央区南４条東３丁目９ー１　ハイツ昭和 080-4162-5931 https://www.facebook.com/Sappororoom/

95 1002038 ホテル・旅館等
スカイレストラン　ハレアス（ホテルエミシア

札幌３１階）
ランチ・ディナーご利用、お料理のご注文がある場合にワンドリンクサービス ○ 札幌市 厚別区厚別中央２条５丁目５番２５号　ホテルエミシア札幌３１階 011-892-3855

https://www.hotel-

emisia.com/sapporo/restaurant/hareus/

96 1001837 ホテル・旅館等 ホテルエミシア札幌 宿泊はレイトチェックアウト１２時まで無料 対象外 札幌市 厚別区厚別中央２条５丁目５番２５号 011-895-8811 https://www.hotel-emisia.com/sapporo

97 1002336 ホテル・旅館等 グランドパーク小樽 レイトチェックアウト１８時まで無料 新北海道スタイルを遵守し営業しております 対象外 小樽市 築港１１ー３ 0134-21-3111 https://grandparkotaru.com

98 1002154 ホテル・旅館等 ホテルノイシュロス小樽
１月末迄の平日限定で１泊２食付の方、夕食時ワンドリンクサービス、朝食付、素泊りの方にチェッ

クアウト１時間無料
新北海道スタイルを遵守しております。 ○ 小樽市 祝津３丁目２８２番地 0134-22-9111 https://www.neuschloss.com/

99 1001585 スポーツクラブ等運動施設 加圧スタジオＢ★ＤＡＳＨ ＰＡＳＳ－ＣＯＤＥご提示の方には、もれなくミネラルウォーターをプレゼントします。 道の指針に基づき感染予防対策を実施中 対象外 札幌市 中央区南１条西１丁目１６－４　シルキービル９０２ 050-3136-7161 https://www.bdash.net

100 1002728 事業所・団体事務所等
株式会社ＡＩＲ　ＧＬＯＢＡＬ　ＡＧＥＮＣＹ

ＪＡＰＡＮ
観光手配サービス、札幌民泊相談などがスムーズに行われます。 対象外 札幌市 中央区南４条西６丁目７番７　六華ビル　４階 080-5419-0888 http://kagi-net.com

101 1002493 その他
【美容鍼】Ａｌａｉｓｅ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｒｏ

ｏｍ
【４５％ＯＦＦ】幹細胞美容鍼￥１８０００→￥９８００ マスク着用、施術毎の手指消毒・ベッド消毒 対象外 札幌市 中央区北３条西２３丁目２－１５　ＬＥＥ　ＳＰＡＣＥ北円山２階Ｂ 011-215-4888 https://alaise-kotsubanseitai.com/

102 1001137 その他 リンスクエア　（ＲＩＮ　ＳＱＵＡＲＥ） バージンロードキャンドルプレゼント 新北海道スタイルに沿い営業中！ 対象外 札幌市 中央区南３条西５丁目１－２　ＳＹＯＫＵＳＡＮ３．５ビル　４．５階 011-272-4088 https://rin-square.jp/

103 1002255 その他 ＤＥＳＴＩＮＡ　（ディスティーナ） インポートジュエリー２０％割引　※最大４０％割引パーティドレスレンタル２０％割引 新北海道スタイル＋αにて営業中！ 対象外 札幌市 中央区南３条西５丁目１－２　ＳＹＯＫＵＳＡＮ３．５ビル　１．２階 011-272-4090 https://destina-bridal.jp/

104 1002489 その他 やわらぎ斎場センティア２８ 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 中央区南２条西８丁目１２－１ 011-801-5591

105 1000870 その他 やわらぎ北円山別邸 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 中央区北５条西２２丁目１－１０ 011-801-5591

106 1001822 その他 やわらぎ伏見別邸 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 中央区南１３条西２１丁目３－５ 011-801-5591
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107 1001490 その他 やわらぎ斎場山鼻 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 中央区南２０条西１１丁目２－３ 011-801-5591

108 1002044 その他 ＭＯＲＥ　ＳＴＹＬＥ　ＳＡＰＰＯＲＯ 施術料金１０％オフ 手洗いや手指消毒の徹底 対象外 札幌市 中央区南4条西１丁目13-2 No.5　ミカエルビル　603号室 050-6871-7516 https://morestylesapporo.com/

109 1001987 その他 やわらぎ新川別邸 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 北区新川５条４丁目１ー１０ 011-762-4411

110 1002701 その他 やわらぎ斎場新琴似 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 北区新琴似５条７丁目７－１ 011-763-4411

111 1002515 その他 やわらぎ斎場あいの里 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 北区あいの里２条６丁目１ー１ 011-770-4411

112 1002559 その他 やわらぎ斎場篠路 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 北区篠路８条５丁目３ー１ 011-771-4422

113 1000640 その他 やわらぎ斎場屯田 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 北区屯田６条７丁目４ー５ 011-772-4411

114 1000881 その他 篠路さくら整骨院 安心・安全 対象外 札幌市 北区篠路３条１０丁目５－１６ 011-773-2281

115 1002604 その他 やわらぎ斎場北光 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 東区北３５条東８丁目２ー５ 011-753-4422

116 1002751 その他 やわらぎ斎場元町 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 東区北２３条東２３丁目２ー１０ 011-786-4411

117 1001882 その他 やわらぎ斎場白石 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 白石区中央２条７丁目５－２５ 011-801-5591

118 1001854 その他 やわらぎ斎場厚別 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 厚別区厚別南３丁目２－１ 011-801-5591

119 1002316 その他 やわらぎ斎場厚別西 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 厚別区厚別西５条４丁目１－４０ 011-801-5591

120 1002269 その他 イーノス オーガニッククイックスパ施術プレゼント 換気機能付きエアコン使用 対象外 札幌市 厚別区厚別中央３ー３ー１７－３２　伊藤マンション１階イーノス 011-895-5610 http://i-inoce.jp/

121
1001148 その他 リラクゼーション　スパ・アルパ

ご入浴料割引　　通常２６００円のところ一般は１５００円、クラブエミシア会員は１０００円でご

入浴いただけます。 黙浴のご協力をお願いしております。 ○ 札幌市 厚別区厚別中央２条５丁目５番２５号　ホテルエミシア札幌地下１階 011-895-8822 https://www.hotel-emisia.com/sapporo/spa/

122 1002982 その他 やわらぎ斎場豊平 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 豊平区水車町３丁目３－４ 011-801-5591

123 1002876 その他 やわらぎ斎場月寒 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 豊平区月寒中央通７丁目６－１ 011-801-5591

124 1000938 その他 やわらぎ斎場西岡 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 豊平区西岡５０９ 011-801-5591

125 1000369 その他 日焼けスタジオ　ザ・サンラウンジ札幌店 激焼けスクワランオイルサービス 個室日焼けサロン　アルコール除菌 対象外 札幌市 豊平区中の島１条１丁目７－２０　フォージド中の島　地下１階 011-812-1414

126 1002916 その他 ヘアメイクタラップ ご登録いただいた方、トラベルサイズのシャンプー又はトリートメントをプレゼント♪ 対象外 札幌市 豊平区平岸３条１３丁目４－２８ 011-842-2788

127 1001621 その他 やわらぎ斎場清田 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 清田区清田１条１丁目３－８３ 011-801-5591

128 1001440 その他 ジュエリー・グレイス お会計から最大２０％割引　※ご利用になれないブランドもございます 新北海道スタイル安心宣言＋αで営業中！ 対象外 札幌市 南区藻岩下２丁目１－１　藻岩シャローム教会　２階 011-581-0008 https://www.moiwashalom.com/item/propose/

129 1001625 その他 藻岩シャローム教会 ご結婚式をお申し込みのお客様にバージンロードキャンドルプレゼント 新北海道スタイル＋αの取り組みで営業中！ 対象外 札幌市 南区藻岩下２丁目１－１ 011-581-0008 https://www.moiwashalom.com/

130 1001252 その他 サロット・デ・カナ レストランご利用時のお会計より１０％ＯＦＦ ○ 札幌市 南区藻岩下２丁目１－１　藻岩シャローム教会 011-581-0328 https://www.r-cana.jp

131 1001899 その他 リストランテ　フォレスタ　ビアンカ レストランご利用時のお会計より１０％ＯＦＦ ○ 札幌市 南区南３８条西１１丁目４ー１０ 011-581-8880 https://www.r-bianca.jp

132 1001457 その他 石山商店街振興組合 駅のラウンド切符（一枚百八十円）を無償提供（お一人様一回限り・限定五十枚）いたします。 （新）北海道スタイル遵守 対象外 札幌市 南区石山１条３丁目１番３０号　石山振興会館（旧定山渓鉄道石切山駅） 011-591-8639

133 1002167 その他 やわらぎ斎場川沿 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 南区川沿８条１丁目１－１ 011-801-5591

134 1001778 その他 やわらぎ斎場藤野 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 札幌市 南区藤野３条４丁目２－１ 011-801-5591

135 1002807 その他 ささがわ整骨院 美容メニュ各最大３０％引き 院内マスク着用、消毒、二酸化炭素濃度測定 対象外 札幌市 西区発寒９条１３丁目１－３ 011-398-6345 https://seikotusasagawa.sakura.ne.jp/

136 1001560 その他 やわらぎファミリア八軒 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 西区八軒５条西１丁目２ー２６ 011-641-4411

137 1000254 その他 やわらぎファミリア発寒 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 西区発寒１３条３丁目７ー４２ 011-665-4413

138 1000288 その他 さとう整骨院 脱毛、楽トレなどの美容メニュー各種最大３０％引き ・院内の不織布マスク着用、院内設備の消毒 対象外 札幌市 西区発寒４条４丁目３－１７ 011-665-7557 https://www.satou-seikotsuin.com/index.html

139 1000063 その他 やわらぎ斎場西野 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 西区西野５条４丁目６ー１７ 011-666-4413

140 1001437 その他 やわらぎ斎場西町 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 西区西町南１８丁目１ー３８ 011-671-4411

141 1002251 その他 やわらぎ斎場手稲 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタイル 対象外 札幌市 手稲区曙４条１丁目６ー１０ 011-681-4444

142 1001695 その他 やわらぎ斎場稲穂 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 新北海道スタフィル 対象外 札幌市 手稲区稲穂２条３丁目７ー１ 011-691-4411

143 1000258 その他 北斗アルミ工業 安心して打ち合わせ、お見積りができます。 対象外 岩見沢市 北本町東６丁目５－１２ 0126-22-7178

144 1000297 その他 やわらぎ斎場江別 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 江別市 高砂町４－１ 011-801-5591

145 1000386 その他 やわらぎ斎場恵庭 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 恵庭市 有明町６丁目１－２５ 011-801-5591

146 1002605 その他 やわらぎ斎場北広島 法事料理１０％割引　　※前日までの申出に限る 対象外 北広島市 新富町東１丁目４－４ 011-801-5591


