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お食事処・居酒屋 カフェ・喫茶店 バー・スナック・ナイトクラブ ホテル・イベントホール

※協力店一覧は、令和2年10月1日時点のものです。最新の協力店は琴似ぶうむ会のホームページでご確認ください。（アドレスは表面をご参照ください。）
※協力店は移転や休業等で住所などが変更になることがあります。詳細は各店舗までご確認ください。

応援クーポンプレミアム協力店一覧
（飲食・宿泊・娯楽）

（飲食・宿泊・娯楽）

●AMICA
西区琴似2条3丁目1-10共栄ビル4F
☎（011）631-2822

●Bar B-Luck
西区琴似2条2丁目Groove琴似ビル4F
☎（011）616-2212

●bar Diversion
西区琴似2条1丁目3-5玉田ビル2F
☎（011）621-0705

●Blanche KOTONI
西区琴似1条5丁目3-18
☎（011）776-7940

●café&bar VILLAGE
西区琴似2条1丁目3-1
☎（011）614-2300

●coffee L.A.B
西区琴似1条7丁目3-7
☎（011）613-3400

●DODO屋
西区琴似2条1丁目3-1-15
☎（011）688-5474

●KIRA☆KUYA
西区琴似1条1丁目6-15
ニューアロー会館2F
☎（011）641-1910

●MAHO
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル2F
☎（011）611-1725

●洋食Onion Chopper's
西区琴似2条5丁目2-20彩都パレス1F
☎（011）556-1284

●CURRY SHOP
　SAKURA BROWN
西区琴似1条5丁目4-10
シティラディファンス2F
☎（011）688-6570

●SUMIVINO
西区琴似1条1丁目6-16
☎（011）624-7513

●The TEA
西区琴似3条2丁目8-18-102
☎（080）4502-8082

●TokijiRo
西区琴似1条7丁目3-7
☎（011）618-7080

●あいねくらいねなはとむじく
西区琴似2条5丁目2-8
琴似パレスハイツ1F
☎（011）644-2685

●ありがとう
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル1F
☎（011）616-5090

●トラットリア インコントロ
西区琴似2条5丁目2-3
ダイアックス琴似ビル
☎（011）633-7343

●うさぎ
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル3F
☎（011）615-6665

●うどん亭
西区琴似3条2丁目1-13
☎（011）611-2830

●うまいもんや やまさ
西区琴似2条7丁目2-11
☎（011）621-2706

●エリカ
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル3F
☎（011）615-3367

●オルゴール
西区琴似2条2丁目Groove琴似ビル5F
☎（011）613-5222

●お酒とほっこり料理 竹
西区琴似3条1丁目1-20
琴似グリーンホテル1F
☎（011）676-6031

●カフェスナック 樹
西区琴似1条4丁目2-15ニシムラビル2F
☎（011）643-8908

●カントリーロード
西区琴似1条5丁目4-18細川ビルB1
☎（011）618-3615

●居酒屋 きぬ丘
西区琴似1条5丁目4-8
フィール琴似1F
☎（011）611-0828

●ケンズカフェ
西区琴似1条6丁目4-18シバビル1F
☎（011）643-2626

●ごったがえし本店
西区琴似1条5丁目4-18細川ビル2F
☎（011）614-5499

●ことに惣
西区琴似3条2丁目7-11藤邦会館Ⅱ
☎（011）699-5066

●ことに大和家
西区琴似2条5丁目2-24
☎（011）621-8108

●サッポロ珈琲館琴似店
西区琴似2条2丁目2-18
☎（011）644-3139

●ジライヤ
西区琴似2条5丁目2-27
☎（011）676-8202

●スープカレー らっきょ
西区琴似1条1丁目7-7
カピテーヌ琴似1Ｆ
☎（011）642-6903

●タベルナ ナル
西区琴似2条5丁目4-28
☎（011）644-8022

●スナック モンヴィ
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル3F
☎（011）615-1232

●すなっく 慶
西区琴似1条1丁目7-16
☎（090）1385-4743

●つぼ八 琴似店
西区琴似1条4丁目3-18
紀伊国屋ビル2F
☎（011）611-1167

●居酒屋 とりもん
西区琴似1条1丁目6-19
☎（011）616-6674

●旭川ラーメン ななし
西区琴似1条1丁目6-16
☎（011）611-8336

●ニューマロン
西区琴似1条2丁目5-3
ハシモトビル2F
☎（011）621-3868

●パール
西区琴似2条2丁目2-24琴星ビル4F
☎（011）641-7713

●パブDIVA
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル5F
☎（011）676-4915

●クラブ パラダイス
西区琴似1条3丁目3-7TM23ビル4F
☎（011）644-9001

●ピーマン
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル4F
☎（011）615-9494

●ビストロ・ブルータス
西区琴似1条2丁目6-3
☎（011）301-1115

●ブラックシリカ
　/MONAMIE
西区琴似1条4丁目4-21
武田ビル4・5F
☎（011）621-7176

●まいど
西区琴似1条2丁目5-3
ハシモトビル2F
☎（011）613-0118

●和風スナックみゆき
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル3F
☎（011）644-1150

●もちクレープ＆
　カフェ Barるーちゃん
西区琴似2条3丁目1-10共栄ビル２F
☎（080）5728-1962

●モハンディッシュ琴似店
西区琴似1条5丁目ロイヤルビル1F
☎（011）213-7778

●ゆき
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル3F
☎（011）616-1800

●悪爺姑倶楽部
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル2F
☎（011）631-3128

●花もめん
西区琴似1条1丁目6-1
北辰観光ビル1Ｆ
☎（011）614-7776

●居酒屋 AOTARO
西区琴似1条1丁目5-13玉福ビル1F
☎（011）633-7688

●居酒屋 たく屋
西区琴似2条1丁目3-3美松ビル2F
☎（011）615-7750

●琴似 串夢鳥
西区琴似2条2丁目2-24琴星ビル1F
☎（011）616-3370

●琴似ジンギスカン
　ひつじっこ
西区二十四軒4条7丁目5-23
☎（011）618-1245

●黒花火 琴似店
西区琴似1条4丁目4-21
武田ビル1F
☎（011）215-9687

●札幌ホテルヤマチ
　レストランエル
西区琴似1条3丁目3-6
☎（011）644-5555

●純平
西区二十四軒4条5丁目10-14
☎（011）621-0013

●炭火焼肉 李門
西区琴似2条2丁目2-16
☎（011）631-3576

●雪峰
西区琴似2条5丁目2-20
彩都パレス1F
☎（011）215-5541

●想咲そば処 香凛
西区琴似1条6丁目2-24
☎（090）7640-1278

●朝まで居酒屋長口場
西区琴似1条4丁目4-21武田ビル2F
☎（011）688-7996

●鳥太郎
西区琴似1条2丁目5-6
☎（011）642-9779

●鉄板焼・和食 徳えもん
西区琴似1条3丁目3-13津江ビル2F
☎（011）613-7725

●美しの国 しゃこたん
西区琴似1条5丁目1-23
アドバンスビル1F
☎（011）616-7033

●味処 秀ちゃん
西区琴似1条2丁目5-3
ハシモトビル２F奥
☎（011）618-0705

●矢車
西区琴似1条2丁目6-15矢車ビル1F
☎（011）641-9939

●良馬
西区琴似1条1丁目7-6
コスモレジデンス１Ｆ
☎（011）612-6362

●NPO法人
　みつばちの小さな喫茶店
西区山の手4条11丁目6-1-403
☎（090）5223-1764

●Osteria TONO
西区琴似1条1丁目7-6
コスモレジデンス1F
☎（011）215-9285

●public house おさんぽ
西区琴似2条3丁目共栄ビル2F
☎（090）6443-6505

●いただきコッコちゃん
　JR琴似駅前店
西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）
☎（011）676-8022

●カフェ＆パブ 宝島
西区琴似1条1丁目7-25
☎（090）1645-8733

●きろろぽっくる琴似本店
西区琴似4条1丁目1-1コルテナⅠ2F
☎（011）624-6885

●レ・カネキヨ
ビストロノミーフランセーズ
西区琴似2条1丁目3-5
玉田ビル１F
☎（011）213-9200

●ミア・ボッカJR琴似駅前店
西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）
☎（011）676-3151

●よし野
西区琴似2条3丁目共栄ビル２F
☎（011）642-6787

●串鳥JR琴似駅前店
西区琴似1条1丁目7-20
☎（011）623-1194

●串鳥琴似店
西区琴似1条6丁目4-19大輝ビル1F
☎（011）616-2989

●創作家庭料理 あずき菜
西区琴似1条7丁目3-24
☎（011）622-8730

●PUB RISE
西区琴似1条3丁目3-7
TM23ビル3F
☎（011）614-1156

●Free Style Bar KA☆TUN
西区琴似1条3丁目3-7
TM23ビル4F
☎（011）644-0306

●ラウンジ ルージュ
西区琴似1条3丁目3-7
TM23ビル2F
☎（011）644-4688

●つぼ半
西区琴似1条3丁目3-7
TM23ビル1F
☎（080）3268-7537

●焼肉サッポロ園
西区琴似1条1丁目5-11
いづみビル1F
☎（011）612-0418

●Casual Bar もってのほか
西区琴似1条1丁目7-16
☎（090）3893-4469

●encounter くるみ
西区琴似1条1丁目6-15
ニューアロー会館2F
☎（090）2055-1439

●立ち飲み処 ゆうゆう
西区琴似1条1丁目7-16
☎（090）1389-4233

●御料理 はせ川
西区琴似1条1丁目3-10
512ビル2F
☎（011）615-5678

●Sapporo-Link's HALL
西区琴似1条5丁目3-18
☎（011）776-7940

●札幌琴似生バンド
　カラオケビッパラ
西区琴似2条2丁目1-2
Groove琴似ビル5F
☎（011）699-6929

●VILLA KOSHIDO
　KOTONI
西区琴似2条5丁目2-10
☎（011）616-2525

●ホテル コトニ
西区琴似2条5丁目4-5
☎（011）633-2222

●お好み焼 鉄板焼 桃太郎
西区琴似1条1丁目4-1
☎（011）622-7307

●ラーメン めん太
西区琴似3条5丁目1-1
☎（011）614-3600

順不同

注：掲載されている店舗以外にもご
利用いただける協力店が追加される
ことがあります。
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　　応援クーポンプレミアム
協力店 MAP
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