最終更新日：令和4年5月9日

利用可能店舗：271店舗

～ 業種別店舗一覧 ～
和食・寿司①
店舗名

所在地

電話番号

味亭 花の家

青葉5丁目14-10

0123-27-8855

駒そば亭

柏台南1丁目5-2

0123-40-8816

北の華 はやし

幸町1丁目1

0123-22-2990

鮨処 北の華

幸町1丁目1

0123-23-5126

お食事処 与加路

幸町1丁目1

0123-24-5448

鮨正

幸町1丁目14-1

0123-24-6732

ゆず亭

幸町1丁目15-8

050-5263-3788

寿し・和食処ほうりん

幸町1丁目6

0123-22-4711

金太郎寿し

幸町2丁目1

0123-24-9786

すし心 福龍

幸町2丁目6 フリージア幸町ビル 0123-23-5766

お好み焼き 大八

幸町3丁目13-4

0123-22-0554

鮨処 すずめ

幸町4丁目7-3 幸ビル1F

0123-25-8777

支笏湖第一寳亭留 翠山亭

支笏湖温泉

0123-25-2323

碧の座 水白

支笏湖温泉

0123-25-6006

御食事処 寿

支笏湖温泉

0123-25-2642

しげ寿司

清水町1丁目26

0123-23-3688

はな井寿司

清水町2丁目13-6

0123-24-2661

そば・うどん・丼ぶり 天八

清水町3丁目12-5

0123-23-7587

小良里 季月

清水町4丁目8-1

0123-23-8044

一休そば向陽台

白樺2丁目4-10

0123-28-7195

回転寿司 旬楽 千歳店

新富1丁目24-12

0123-40-8810

食咲工房 かつふじ

末広2丁目6-3

0123-24-1129

彩旬酒肴 あさ井

千代田町1丁目1-14

0123-24-7177

日乃出寿し

千代田町1丁目1-2

0123-27-6326

千歳饂飩

千代田町1丁目1-7

0123-25-3880

北々亭 千歳店

東郊1丁目1-1

0123-22-0770

和食・寿司②
店舗名

所在地

電話番号

八天庵

錦町1丁目10-4

0123-23-4281

すし物語 季の風

錦町1丁目19-4

0123-22-0278

玉藤 千歳店

錦町3丁目5-4

0123-68-1010

天ぷら倶楽部 千歳店

錦町4丁目16

0123-27-5108

下鴨茶寮 北のはなれ

美々 新千歳空港 国際線ターミナルビル4F 0123-45-6072

北海釜めし・海鮮・銀しゃり ふく亭 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-25-8222
回転寿司 函太郎 新千歳空港店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-25-3310
ドライブインいとう豚丼専門店 豚丼名人 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-4200

北国の寿司 花ぶさ

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5836

郷土料理 ユック空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5830

きたみなと

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5670

一灯庵

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-2266

きくよ食堂 新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-21-9943

吟しゃり北海道

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-29-7633

ごまそば遊鶴 千歳北栄店

北栄2丁目1345-28

0123-27-2666

炉端焼レストラン「志古津」

北栄2丁目2-1

0123-22-2311

ふれあい喫茶 ピアハーブ

北栄2丁目2-11 千歳市民文化センター1F 0123-26-1700

かつや千歳店

北栄2丁目2-39

0123-26-8800

吉野家 千歳店

北栄2丁目3-2

0123-40-7755

満天食堂 一休そば 千歳店

北斗2丁目10-4

0123-22-4773

寿し居酒屋 かまくら

本町1丁目26-1

0123-42-2839

日本料理 ゆきあかり 山河

幸町2丁目3-2

0123-26-5061

洋食
店舗名

所在地

電話番号

レストラン アキオカ

栄町4丁目4-1

0123-23-0532

Dining Cafe OPA

長都駅前5丁目5-1

0123-40-0575

街の洋食屋 ラパン

幸町3丁目18

0123-26-5528

ビストロマンジェ

幸町5丁目14-5 伸和ビル1F

0123-42-5353

マクドナルド イオン千歳店

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-49-2283

雨ノ日と夕やけ

支笏湖温泉

011-598-5252

水の謌 アマム

支笏湖温泉

0123-25-2211

レストラン西洋軒

千代田町1丁目1-7

0123-23-2216

いきなり！ステーキ千歳店

錦町2丁目12-1

0123-29-7129

タテルヨシノ ポルトムインターナショナル北海道

美々 新千歳空港 国際線ターミナルビル4F 0123-45-6071

FIGHTERS DINING ROSTER

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-25-3703

シェーンヴァッサー

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-45-6677

函館五島軒 新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-29-6750

ハスカップザガーデン

北栄2丁目2-1

0123-40-2072

BEEF IMPACT千歳店

北栄2丁目3-9

0123-25-1129

びっくりドンキー千歳店

北栄2丁目621

0123-49-2281

カフェ ダンデライオン

勇舞6丁目7-2

0123-22-3185

中華・ラーメン
店舗名

所在地

電話番号

らーめん時来也 千歳店

稲穂1丁目2-1

0123-24-8668

麺匠 空雪

柏台南1丁目1-2 千歳アウトレットモール・レラ内 0123-22-1212

中華そば ゑぞ食堂

柏台南1丁目2-1 千歳アウトレットモール・レラ内 0123-29-6706

らあめん in EZO

柏台南1丁目2-1 千歳アウトレットモール・レラ内 0123-29-3988

香来軒

幸町2丁目11

0123-23-2640

中国火鍋 木金土

幸町2丁目13-12F

090-3394-0797

中国料理 華龍

幸町2丁目13-2

0123-25-6216

みそラーメン喜亭

幸町5丁目13-8

0123-26-4451

レイクサイドキッチン トントン

支笏湖温泉

0123-25-4011

中華そば 鶴亀

東雲町2丁目16-3

中華食彩房 味萬

清水町1丁目12-2

0123-27-2227

らーめんや うめぇってば

清水町2丁目19-7

090-3118-7779

御食事処 久志

清水町2丁目7-4

0123-22-2220

ラーメン 味平

末広3丁目1-1

0123-23-4002

さっぽろ桃園

千代田町6丁目8 平和駅前ビル1F 0123-26-6631

麺や 山晃

錦町1丁目12-17 MAJORENA BLDG. 0123-22-2220

蝦夷麺 四の五の言わず

花園2丁目4-2 サーモンパーク千歳内 0123-25-6661

GO COO (ゴークー）

花園2丁目4-2 サーモンパーク千歳内 0123-22-2181

ちとせラーメン

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5620

紅虎餃子房

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-29-3991

えびそば一幻 新千歳空港店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-45-6755
けやき 新千歳空港店（国内線） 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-45-6010

弟子屈ラーメン

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-45-8888

札幌ラーメン 雪あかり

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5688

麺屋 開高

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-45-8787

札幌飛燕

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-2140

ラーメンさんぱち千歳店

北栄2丁目22-2

0123-24-8083

エスニック・カレー
店舗名

所在地

電話番号

カレーのちから 梅ヶ丘店

梅ヶ丘2丁目3-24

0123-21-8157

来夢工舎 Ｃｕｒｒｙｋｉｔｃｈｅｎ

桂木1丁目1-9

0123-21-8682

ミスターカレー千歳店

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-25-5207

タンドリーレストラン アサ 新富店

新富3丁目1-28

0123-29-4155

いねむりパンチョ

錦町1丁目11-6

0123-24-0224

スープカリー 奥芝商店 鮭公園 花園2丁目4-2 サーモンパーク千歳内 0123-27-3339

スープカレー lavi

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-21-8618

カレーハウスＣoＣo壱番屋 千歳中央通店

富士3丁目6-12

0123-26-5650

タンドリーレストラン アサ 北斗店

北斗2丁目11-19

0123-29-6050

居酒屋・Bar・スナック①
店舗名

所在地

電話番号

い酒やえどや

幸町1丁目16-1

0123-42-9103

語り処 山ちゃん

幸町1丁目16-2

0123-24-6794

居酒屋 わたり

幸町1丁目2

0123-42-5688

居酒屋 とりまさ

幸町1丁目2

0123-23-4441

地鶏屋 よかろうもん

幸町1丁目3-1

0123-27-8202

KuRa家

幸町1丁目5

0123-26-9477

居酒BAR きたきつね

幸町1丁目7

0123-24-9955

居酒屋 あじ彩

幸町1丁目9

050-5870-0329

裏長屋

幸町2丁目10-3

0123-23-3581

Bar Alaise

幸町2丁目10-4 2F

0123-25-5394

うまいもん屋 清野

幸町2丁目13-1 第2千歳ビル1F 0123-23-3070

居酒屋龍のす

幸町2丁目5-1

0123-26-9440

Dining はるか

幸町2丁目8-2

0123-27-5139

エンカウントサルーン

幸町3丁目1-1 千成ビル4F

0123-29-3998

大衆酒場たつのおとしご

幸町3丁目12-1

0123-22-8622

黒ひげKitchen516

幸町3丁目12-3

0123-29-5016

居酒屋・Bar・スナック②
店舗名

所在地

電話番号

居酒屋 小ばちゃん 千歳店

幸町3丁目19-2 ホワイトビル1F

0123-49-6333

いろはにほへと 千歳店

幸町3丁目ふじやセブンビル1F

0123-26-1682

居酒屋ヤマショウ

幸町3丁目ふじやセブンビル2F

0123-22-0373

DINING 酒瑠波

幸町4丁目19-2

0123-31-1708

大衆酒場 稀真

幸町4丁目19-2

0123-29-4187

北海道まるごとダイニング うまいっしょ 幸町4丁目25-1 千歳第一ホテル1F 0123-27-6260

和どさんこキッチンゴリラ
IRISH pub jhon.cafe
味の舞處 村まつり

幸町5丁目6-1 クイーンズホテル千歳1F 0123-27-0007

幸町5丁目8-2

080-4047-7987

幸町6丁目1 ホテルエリアワン千歳１F 0123-21-9666

ROOM 358

幸町6丁目14-4

酒菜亭 あうん

栄町1丁目9-2

0123-27-0051

居酒屋 花もん

清水町1丁目16-1

0123-22-5810

ワインバー 葡萄屋

清水町2丁目14-1

0123-23-0900

縁歌（えんか）

清水町2丁目1-5 第6ビジュアルビル3F 090-9517-5487

スナック らいら

清水町2丁目19-5 スクエアビル1F 0123-22-7517

pin pon bar AZITO

清水町2丁目19-5 スクエアビル4F 0123-42-4422

あじな店 村井

清水町2丁目19-9 エイトビル1F

0123-22-8200

すなっく 来夢来人

清水町2丁目19-9 エイトビル2F

0123-27-7241

beer Bar クラフト

清水町2丁目20-21 セントラルビル2F 090-3778-5056

Whiskey Bar サラブレッド

清水町2丁目20-21 セントラルビル2F

BAR 侍

清水町2丁目22-1 堤会館1F

0123-29-7096

スナック ぴあす

清水町2丁目22-3 祇園ビル1F

0123-26-1566

ダイニングバー阿伽陀

清水町2丁目23 清月ビル1F

0123-22-8205

海鮮亭 ととや

清水町2丁目28-1

0123-23-1108

カクテルBAR ラピュタ

清水町2丁目29-1 B4ビル2F

0123-26-4206

華美

清水町2丁目7-1 伊藤ビル1F

0123-23-9999

BASE

清水町2丁目7-17 HQビル1F

080-3239-6045

九州酒場 うまかっちゃん

清水町2丁目7-18

050-5263-0247

RATION

清水町2丁目7-2

0123-22-4444

隠れ昭和酒場 てげてげ

清水町2丁目7-28 サンフラワービル1F 0123-42-1600

居酒屋・Bar・スナック③
店舗名

所在地

電話番号

焼きとり 居酒屋ゆめや

清水町3丁目18

0123-42-0010

よろず居酒屋 川 -せん-

清水町4丁目12-1

0123-27-3755

居酒屋 なのはな

清水町6丁目2-3

0123-25-8388

駅前食堂 千歳屋

清水町7丁目1-9 JR高架下

090-8631-1025

スナック和光

清水町2丁目29-1 ビーサス4 1F 0123-26-1255

居酒屋 いずみ

新富2丁目1-5

0123-23-0106

居酒屋 およべ

新富2丁目745-33

0123-26-8844

味な処 はちや

末広4丁目8-13

0123-22-0466

ゆめぜん ぽてと

千代田町2丁目2-10

0123-24-2689

日本酒Bar 山本

千代田町3丁目2 山本ビル2F

090-3778-5056

串鳥 千歳駅前店

千代田町5丁目5-1 戸田ビル1F 0123-40-1194

海鮮居酒屋 うみや

千代田町6丁目1-2

0123-25-5130

酒楽 なか義

錦町1丁目20-1 M＆Kビル1F

080-4043-7544

海鮮市場

錦町2丁目32-2

050-5595-1064

Sweets & Wine BAR Chantilly

錦町1丁目20-1 M&Kビル1F

090-1706-2374

ザ・バー／ザ・シガーバー

美々 新千歳空港 国際線ターミナルビル8F 0123-45-6012

PRONTO 新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル4F 0123-45-3123

やき鳥炭屋

北栄1丁目11-8

0123-42-5385

バーアストラル

北栄2丁目2-1

0123-22-2311

ザ・パークバー

北栄2丁目2-1

0123-22-2311

山の猿 千歳店

北栄2丁目3-11

0123-49-2929

やき鳥 なおちゃん

本町1丁目19-2

0123-27-1849

白木屋 千歳西口駅前店

千代田町7丁目101-2 J-PLAT1階 0123-42-7088

千年の宴 千歳西口駅前店

千代田町7丁目101-2 J-PLAT1階 0123-42-6088

Lounge ROSE

清水町2丁目5 コネクトビル1F

0123-26-4666

焼肉・韓国料理
店舗名

所在地

電話番号

みなみな亭

あずさ5丁目1-5

080-5837-3702

キリンビアレストラン ハウべ

上長都949-1

0123-23-0101

バイキングレストランイートアップ 千歳店

上長都961-1

0123-40-2929

松尾ジンギスカン 千歳店

幸町4丁目17-2

0123-25-8928

生ラム モンゴル

幸町5丁目1-2

0123-26-5866

炭焼き 七五三家

清水町2丁目19-6

0123-42-1111

鉄板焼き 煌

清水町2丁目7-17 HQビル1F

090-3113-3988

千歳ラム工場やまじん

清水町3丁目16-3

0123-29-5529

炭焼じんぎすかん マルコ

清水町3丁目4番地

0123-27-2700

焼肉 焚火家

清水町3丁目8-5

0123-26-8539

焼肉 なか川

末広2丁目6-5

0123-25-3848

炭火焼肉 金剛園 千歳店

末広3丁目1-2

0123-21-8429

牛たん炭焼 赤兵衛 千歳店

末広3丁目1-2

0123-22-2989

炭火焼肉 南大門

千代田町3丁目1-1

0123-42-9220

松尾ジンギスカン 新千歳空港店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-5829

松尾ジンギスカン フードコート店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-2989

焼肉徳寿 千歳店

本町2丁目8-1

0123-42-8929

カフェ・スイーツ①
店舗名

所在地

電話番号

ドレモルタオ

朝日町6丁目1-1

0123-23-1566

花茶

泉郷479

0123-29-2888

ジェラテリア ミルティーロ

長都2

0123-23-5323

コーヒーハウス三番館

幸町2丁目8

0123-24-0628

クレープ＆カフェ VIRTUE

幸町4丁目26-1 アルファリゾートビル1F 0123-26-9955

カフェ サントス

幸町6丁目20-8

090-1200-7055

珈琲館 イオン千歳店

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-23-5488

カフェ・スイーツ②
店舗名

所在地

電話番号

ミスタードーナツ千歳ショップ

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-23-1157

サーティワンアイスクリーム

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-49-6190

ペンネンノルデ

支笏湖温泉

0123-25-4020

ログベアー

支笏湖温泉

0123-25-2738

水の謌 パティシェ・ラボ

支笏湖温泉

0123-25-2211

北のうまいもん店 碧水

支笏湖温泉

0123-25-4115

東亜珈琲館 本店

清水町4丁目19-1

0123-24-9699

くろねこニャーゴのお菓子屋さん

清水町6丁目16-4

0123-25-5328

もりもと 千歳本店

千代田町4丁目12-1

0123-26-0218

ミルキーベル細澤牧場

根志越2496番地1

0123-25-3030

ミルキーベル細澤牧場（サーモンパーク店）

花園2丁目4-2 サーモンパーク千歳内 080-6079-7527

カフェ・スカイライブラリー

美々 新千歳空港 国際線ターミナルビル4F 0123-45-6012

きのとや 新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-29-6161

きのとや 新千歳空港ファクトリー店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-29-6161

雪印パーラー ゲートラウンジ店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-5827
Milkissimo

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-45-7177

雪印パーラー 千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-5827

キャラメルキッチン

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-6590

雪印パーラー フードコート店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-2008

サーティワンアイスクリーム 新千歳空港店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル3F 0123-46-2231

雪印パーラー ハッピーフライトカフェ

美々 新千歳空港 連絡施設3F

0123-21-8115

北海道牛乳カステラ

美々 新千歳空港 連絡施設3F

0123-46-2205

ジャージーブラウン 新千歳空港店

美々 新千歳空港 連絡施設3F

0123-46-2236

shou shou la vie

緑町3丁目2-11

0123-27-3180

ザ バードウオッチングカフェ

蘭越90-26

0123-29-3410

NAMAKEMONO CAFÉ

栄町3丁目4‐2

0123-31-3309

テイクアウト専門店
店舗名

所在地

電話番号

千歳ハム直売店

上長都3-5

0123-26-0262

フランス菓子 PARIS16e

幸町4丁目26-2

0123-26-1188

プティ・シェーヴル北海道

栄町6丁目51 イオン千歳店1F

0123-29-5808

支笏湖観光商事

支笏湖温泉

0123-25-2507

ホットフーズ ほかほか弁当千歳店

清水町2丁目25

0123-23-4307

からあげ専門店 鶏笑千歳店

清水町4丁目10

0123-29-7025

弁当食べ処 えどや向陽台店

白樺2丁目5-8

0123-21-9103

からあげ大吉

新富2丁目1-4

0123-25-3506

北のおにぎり工房 かな

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル1F 0123-45-3016

Milk Stand北海道興農社

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-25-8600

東亜珈琲館 新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-38-9205

北の弁当工房 かな

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-2036

Green Pockets

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-25-6622

HOKKAIDO FRUITS 耕人舎 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-29-3777
お弁当処 美食千歳

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-21-8688

ごちそうdeli

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-25-8066

茶屋 美食千歳

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-5938

北のマルシェ

北栄1丁目27-3

0123-29-6072

その他飲食店①
店舗名

HOKKAIDO ソラキッチン

所在地

電話番号

柏台南1丁目2-1 千歳アウトレットモール・レラ内 0123-25-6110

ケンタッキーフライドチキン千歳店

栄町7丁目1237

0123-22-6007

メメール

支笏湖温泉

0123-25-2731

水の謌 ガーデン ハンバーガーショップ

支笏湖温泉

0123-25-2211

休暇村 支笏湖

支笏湖温泉

0123-25-2201

レストラン azzurro

支笏湖温泉

0123-25-2131

その他飲食店②
店舗名

所在地

電話番号

レイクサイドヴィラ翠明閣

支笏湖温泉

0123-25-2131

らむしゃぶ専門店 めい

清水町1丁目12 源氏ビル1F

0123-21-8587

パン工房 ゆみな

清流4丁目10-10

0123-22-3320

ベルクラシックリアン平安閣

錦町4丁目9

080-4415-2770

茶室 清風庵

美々 新千歳空港 国際線ターミナルビル4F 0123-45-6012

実演空弁北の味覚 すず花 ロビー店 美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-5939

北の味覚 すず花 ゲート店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-2215

ルタオ新千歳空港店

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-2250

新千歳空港温泉 お食事処

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル4F 0123-46-4126

出塚水産

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-45-8533

Pasco 北海道プレミアム

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-29-7150

十勝VALLEYs

美々 新千歳空港 国内線ターミナルビル2F 0123-46-2033

Pizzeria da Haru

北陽1丁目4-1

0123-31-0798

レストラン駒草

幌美内7

0123-25-2341

丸駒温泉旅館

幌美内7

0123-25-2341

レストラン ユーカラ

本町4丁目4-4 ホテルグランテラス千歳内 0123-22-1151

北海道まるごと市場

真々地4丁目9-1

0123-27-0510

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ レストラン

蘭越26

0123-27-2606

タクシー
店舗名

所在地

電話番号

千歳昭和交通㈱

青葉6丁目14-6

0123-23-2155

金星自動車㈱千歳営業所

朝日町3丁目20

0123-26-1411

北都交通（株）千歳支店

北信濃783番地1-4

0123-27-4181

道央交通㈱

里美2丁目17-2

0123-28-5566

ゆたか交通㈱

信濃1丁目10-12

0123-23-9111

千歳北交ハイヤー㈱

信濃1丁目8-14

0123-23-4141

千歳交通㈱

末広1丁目4-8

0123-23-3121

千歳地区ハイヤー事業協同組合

末広1丁目4-8

0123-23-2731

ちとせ飲食クーポン参加店舗は、
すべて「新北海道スタイル」を遵守している店舗です。

