ＧｏＴｏＥａｔ北海道お食事券
振興局

＜道北＞取扱店リスト

市町村

＊令和２年１１月３日時点での申請受付分、順次追加となります ＊順不同 ＊営業時間は各店舗にお問い合わせください

店 舗 名

飲食店区分

住所

電話番号

上川

旭川市 北の富士本店櫻屋

旭川市１条通３丁目１６８７−４

その他の日本料理

0166-22-8264

上川

旭川市 ナマステネパール旭川店

旭川市１条通６丁目

インド料理・カレー

0166-26-6588

上川

旭川市 レストランとまと

旭川市１条通６丁目左１０号

レストラン・ファミリーレストラン 0166-22-5558

上川

旭川市 ＢａｒＢＲＯＷＮ

旭川市１条通７丁目プレミアホテル−ＣＡＢＩＮ−旭川１４

ショットバー・オーセンティックバー 0166-23-8150

上川

旭川市 三平本店

旭川市１条通７丁目 エンドレス１７ １Ｆ

ラーメン・中華そば

上川

旭川市 旭川珈琲カフェドゥコリンズ

旭川市１条通７丁目４３番地４０号アッシュビル地下１階

レストラン・ファミリーレストラン

0166-26-8656

上川

旭川市 ＮＯＷ ＣＡＦＥ フィール旭川店

旭川市１条通８丁目１０８ フィール旭川店 地下

カフェ・フルーツパーラー

0166-56-0788

上川

旭川市 ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｓｐｏｏｎ フィール旭川店

旭川市１条通８丁目１０８番地 フィール旭川 Ｂ１階

スパゲティ・パスタ

0166-56-0745

上川

旭川市 あさめし前田本舗

旭川市１条通８丁目３４８−３よもぎＢＬＤ１Ｆ

ラーメン・中華そば

0166-26-7567

上川

旭川市 らーめん山頭火旭川本店

旭川市１条通８丁目３４８−６ＭＡＮＮＹＢＬＤ１Ｆ

ラーメン・中華そば

0166-25-3401

上川

旭川市 ソウル家

旭川市１条通２０丁目１０５７

焼肉

0166-34-2910

上川

旭川市 焼き鳥とおばんざい鳥忠

旭川市２条通２丁目２７６−３

焼鳥

0166-29-2911

上川

旭川市 Ｄｉｎｉｎｇ ＆ ＢＡＲ ＳＥＫＩＴＥＩ

旭川市２条通６丁目今井ビル１階

ダイニングバー

0166-22-2936

上川

旭川市 きわき家

旭川市２条通６丁目第３しんえいビル１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-27-8577

上川

旭川市 お酒とごはん みたり

旭川市２条通７丁目２０１

居酒屋・大衆酒場

0166-24-2258

上川

旭川市 お酒や とほにほ

旭川市２条通７丁目２０１

居酒屋・大衆酒場

050-5328-8853

上川

旭川市 炭火居酒屋 炎 旭川２条店

旭川市２条通７丁目２２０番地１ ＭＡＳＳ２．７ １Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-22-4129

上川

旭川市 あさひ川井泉 ２条店

旭川市２条通７丁目右５号

一般食堂・定食

0166-26-7363

上川

旭川市 ドトールコーヒーショップ 旭川買物公園通り店

旭川市２条通７丁目左１０号 マルオービル１階

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-29-5333

上川

旭川市 串鳥 旭川本店

旭川市２条通７丁目左１号プラネット２・７ １Ｆ

焼鳥

0166-29-1194

上川

旭川市 創作和風 個室居酒屋 萬屋 〜ｂａｎｙａ〜 旭川店

旭川市２条通８−５６９−１ 佐々⽊ビルＢ１

居酒屋・大衆酒場

0166-65-7440

上川

旭川市 九州魂 旭川店

旭川市２条通８−５６９−１ 佐々⽊ビル２Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-21-5588

上川

旭川市 おしょくじはっち

旭川市２条通８丁目

一般食堂・定食

0166-74-3339

上川

旭川市 のらくら小町バル

旭川市２条通８丁目

居酒屋・大衆酒場

0166-74-3339

上川

旭川市 マチバル

旭川市２条通８丁目

ビヤホール・ビアレストラン

0166-23-5977

上川

旭川市 山の猿旭川買物公園通り店

旭川市２条通８丁目２条平和ビル１階

居酒屋・大衆酒場

0166-29-2929

上川

旭川市 炭火居酒屋 炎 買物公園通店

旭川市２条通８丁目５６９番地１ 佐々⽊ビル１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-22-1129

上川

旭川市 くいもの屋わん 旭川店

旭川市２条通８丁目右１ ピアザビルＢ１

居酒屋・大衆酒場

0166-21-8277

上川

旭川市 ミスタードーナツ旭川２条店

旭川市２条通８丁目左１号

イートインのあるドーナツ店

0166-25-1882

上川

旭川市 のらくら３条店

旭川市３条通６丁目

居酒屋・大衆酒場

0166-25-3622

上川

旭川市 焼肉銀鍵

旭川市３条通６丁目３３１−２

焼肉

0166-24-9587

上川

旭川市 ｃｕｃｉｎａ ｐｒｉｍｏ

旭川市３条通６丁目いしぐろビル２階

居酒屋・大衆酒場

0166-27-6636

上川

旭川市 くろもんじ

旭川市３条通６丁目いしぐろビル４階

居酒屋・大衆酒場

0166-26-8919

上川

旭川市 炉端 町家

旭川市３条通６丁目左４号アークヒルズビル１階

居酒屋・大衆酒場

0166-25-4444

上川

旭川市 銘酒バーかくべえ

旭川市３条通６丁目９６５番地珍平ビル５階

ショットバー・オーセンティックバー

0166-25-8100

上川

旭川市 幸寿司

旭川市３条通６丁目２−３仲通

すし

0166-24-2403

上川

旭川市 だんまや水産 旭川店

旭川市３条通７−６７９

居酒屋・大衆酒場

0166-24-8755

上川

旭川市 万彩

旭川市３条通７丁目

すきやき・しゃぶしゃぶ

0166-22-5516

上川

旭川市 もめんどき

旭川市３条通７丁目３２９番地３

居酒屋・大衆酒場

0166-22-1655

上川

旭川市 ＯＫＵＮＯ 宮 屋珈琲

旭川市３条通７丁目４１８−１

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-27-8224

上川

旭川市 Ⅶｃａｆｅ 〜セブンカフェ〜

旭川市３条通７丁目４２１番地

カフェ・フルーツパーラー

0166-25-0767

上川

旭川市 祐一郎商店旭川本店

旭川市３条通７丁目４２３−３ビルドビエルビルＢ１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-21-5106

上川

旭川市

旭川市３条通７丁目５２１−１ エーワンビル１階

居酒屋・大衆酒場

0166-27-1144

上川

旭川市 石焼すてーき 菊膳

旭川市３条通７丁目ｂｉｅＬｕビル３階

ステーキ・鉄板焼

0166-25-1635

上川

旭川市 鉄板ステーキ ＫＩＫＵＺＥＮ

旭川市３条通７丁目ｂｉｅＬｕビル４階

ステーキ・鉄板焼

0166-73-3880

上川

旭川市 居酒屋 ななつぼし

旭川市３条通７丁目トーエービル地下

居酒屋・大衆酒場

0166-27-5507

上川

旭川市 ビストロ わいん家

旭川市３条通７丁目ビエルビル１階

フランス料理・イタリア料理

0166-27-3344

上川

旭川市 鮨六

旭川市３条通７丁目右１号

すし

0166-25-4413

上川

旭川市 天金 本店

旭川市３条通７丁目左５号

日本料理・郷土料理

0166-22-3220

上川

旭川市 蕎⻨雪屋

旭川市３条通７丁目谷内写真館ビル１階

そば・うどん

0166-23-0011

上川

旭川市 ＩＴＡＬＩＡＮ＆ＤＥＬＩＣＡＴＥＳＳＥＮ ＡＮＴＩ

旭川市３条通８丁目 ３条ビル１階

フランス料理・イタリア料理

0166-74-6213

上川

旭川市 弐乃雪屋

旭川市３条通８丁目１２９３番地１

日本料理・郷土料理

0166-24-3240

上川

旭川市 ＥＮＯＴＥＣＡ ＩＬ ＧＥＮＴＩＬＥ

旭川市３条通８丁目１７０５−６０ ＡＹＬｉＴビル１階

フランス料理・イタリア料理

0166-21-3691

上川

旭川市 たま旭川買物公園通り店

旭川市３条通８丁目４２０−１５

居酒屋・大衆酒場

0166-27-2929

上川

旭川市 そば源 三番館店

旭川市３条通１５丁目右１号 三番館３階

そば・うどん

0166-24-0213

上川

旭川市 成吉思汗 大⿊屋

旭川市４条通５丁目

ジンギスカン

0166-24-2424

上川

旭川市 オステリア 仁泰ーキミヒロー

旭川市４条通５丁目１３１６番地の１

フランス料理・イタリア料理

0166-26-8138

上川

旭川市 ココキッチン

旭川市４条通６丁目 パリ街 ２Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-25-1522

上川

旭川市 のらくらパリ街店

旭川市４条通６丁目パリ街

居酒屋・大衆酒場

0166-76-4677

上川

旭川市 てんぷら五感

旭川市４条通６丁目パリ街

天ぷら・うなぎ

0166-85-6294

上川

旭川市 居酒屋バンガロー

旭川市４条通６丁目右８号丸善ビル地下Ｂ１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-22-2786

上川

旭川市 居酒屋 天金

旭川市４条通７丁目

居酒屋・大衆酒場

0166-22-3953

上川

旭川市 ビストロ ポプーレ

旭川市４条通７丁目１５４３−５

フランス料理・イタリア料理

0166-26-6001

上川

旭川市 居酒屋両國

旭川市４条通７丁目５８６ー３つつじプラザビル１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0166-23-9173

上川

旭川市 ２００１ Ｂａｒ Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ

旭川市４条通７丁目９２３番２ 第３米澤ビル地下１階

ショットバー・オーセンティックバー 0166-27-5050

上川

旭川市 居酒屋 獅子豆

旭川市４条通８丁目１７０３−５ アピスビルＢ１

居酒屋・大衆酒場

上川

旭川市 和酒角打うえ田舎

旭川市４条通８丁目十字屋ビル１階

ショットバー・オーセンティックバー 0166-25-8222

上川

旭川市 らーめんや天金４条店

旭川市４条通９丁目１７０４−３１

ラーメン・中華そば

0166-27-9525

上川

旭川市 三好寿し

旭川市４条通１５丁目右９号

すし

0166-23-5668

上川

旭川市 Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ．ＧＡＫＵ ｔｒｅ

旭川市４条通２０丁目１７２０−４

フランス料理・イタリア料理

0166-85-6391

上川

旭川市 ヴィクトリアステーション旭川四条通店

旭川市４条通２２

レストラン・ファミリーレストラン

0120-181-120

上川

旭川市 なか卯 旭川四条通店

旭川市４条通２３丁目５−８

一般食堂・定食

0120-29-5770

上川

旭川市 ステーキ道場４条店

旭川市４条通２３丁目５番６号

ステーキ・鉄板焼

0166-76-5963

上川

旭川市 吉野家 旭川４条通店

旭川市４条通２丁目９２４−２

丼・鍋

0166-74-3334

上川

旭川市 居酒屋 せんや

旭川市５条７丁目右１号

居酒屋・大衆酒場

0166-22-5320

上川

旭川市 中国レストラン敦煌

旭川市５条８丁目右１号

中華料理・台湾料理

0166-26-4300

上川

旭川市 串鳥 旭川五七店

旭川市５条通７丁目 サクライビル１Ｆ

焼鳥

0166-26-5757

上川

旭川市 立喰いそば屋天勇

旭川市５条通７丁目１１８７番７

そば・うどん

0166-23-6736

上川

旭川市 北の酔り処

旭川市５条通７丁目１２７８−３

居酒屋・大衆酒場

0166-74-5747

上川

旭川市 旅篭ＨＡＴＡＧＯ

旭川市５条通７丁目５２０−１

居酒屋・大衆酒場

0166-22-5321

上川

旭川市 四つ葉のクローバー

旭川市５条通７丁目５２０番地の２第２コアビル

居酒屋・大衆酒場

0166-23-7388

上川

旭川市 ブンカフェー

旭川市５条通７丁目旭川フードテラス１Ｆ

レストラン・ファミリーレストラン 0166-73-5099

上川

旭川市 焼鳥専門ぎんねこ

旭川市５条通７丁目右６号

焼鳥

0166-22-4604

上川

旭川市 酒・肴 五・八

旭川市５条通８丁目１０７１

居酒屋・大衆酒場

0166-23-3558

和食 町家
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住所

電話番号

上川

旭川市 一途屋

旭川市５条通８丁目１７０３−４０

居酒屋・大衆酒場

上川

旭川市 焼肉慶州

旭川市５条通８丁目右４号

焼肉

0166-24-5338

上川

旭川市 −Ｆｒｅｅｈｏｕｓｅ− ＴＨＥ ＹＥＡＳＴ

旭川市６条通８丁目３７−５

ビヤホール・ビアレストラン

0166-85-6565

上川

旭川市 八島

旭川市７条通７丁目３２−１２

レストラン・ファミリーレストラン 0166-22-7575

上川

旭川市 すがわら本店

旭川市７条通７丁目３２番地 七福ビル １Ｆ

ラーメン・中華そば

0166-22-4710

上川

旭川市 洋食屋

旭川市８条通７丁目２３６３

一般食堂・定食

0166-26-0055

上川

旭川市 麺屋秘蔵

旭川市８条通７丁目２４３１−１２ロータリービル１Ｆ

ラーメン・中華そば

0166-26-4844

上川

旭川市 牛若丸旭川大雪店

旭川市９条通１９丁目２４０５

焼肉

0166-37-4129

上川

旭川市 かつ伴

旭川市旭神２条5丁目7−25

一般食堂・定食

0166-60-7000

上川

旭川市 トリトン旭神店

旭川市旭神３条５−１

回転すし

0166-60-7711

上川

旭川市 つぼ八ツインハープ店

旭川市旭神３条５丁目２−９

居酒屋・大衆酒場

0166-65-8995

上川

旭川市 和処つたもり

旭川市旭町１条６丁目８４１番地２８７

レストラン・ファミリーレストラン 0166-53-3398

上川

旭川市 ガスト 旭川旭町店

旭川市旭町１条７丁目８４１−５５

レストラン・ファミリーレストラン 0166-50-3455

上川

旭川市 スシロー旭川永山店

旭川市永山２条５−２−１９

回転すし

上川

旭川市 大⼾屋ごはん処旭川永山店

旭川市永山３条６丁目６３−２

レストラン・ファミリーレストラン 0166-73-8372

上川

旭川市 魚べい旭川永山店

旭川市永山３条８丁目１番１０号

回転すし

0166-48-7511

上川

旭川市 焼肉きんぐ 旭川永山店

旭川市永山３条９丁目１ー９

焼肉

0166-49-7820

上川

旭川市 なか卯 旭川シーナ店

旭川市永山３条１５丁目１−７

一般食堂・定食

0120-29-5770

上川

旭川市 炭火居酒屋 炎 旭川永山店

旭川市永山３条１６丁目１−１

居酒屋・大衆酒場

0166-47-4129

上川

旭川市 串処えびす

旭川市永山３条２０丁目５−４

焼鳥

0166-48-3933

上川

旭川市 モスバーガー旭川永山環状通り店

旭川市永山４条４丁目１０−１１

ハンバーガー

0166-49-6850

上川

旭川市 焼肉バイキング ウエスタン 永山店

旭川市永山４条５丁目１

バイキング・ビュッフェレストラン

0166-40-0129

上川

旭川市 つぼ八永山店

旭川市永山６条４丁目１０番２号

居酒屋・大衆酒場

0166-46-3888

上川

旭川市 北々亭旭川店

旭川市永山７条４丁目４−１３

回転すし

0166-48-8778

上川

旭川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 旭川環状通店

旭川市永山７条４丁目４−７

レストラン・ファミリーレストラン 0166-46-2056

上川

旭川市 ココス旭川永山店

旭川市永山７条５−１−１９

レストラン・ファミリーレストラン 050-3529-8807

上川

旭川市 ミスタードーナツ永山環状店

旭川市永山１０条５丁目１番１９号

イートインのあるドーナツ店

上川

旭川市 ＢＥＥＦＩＭＰＡＣＴ旭川パワーズ店

旭川市永山１１条４丁目１１９−５７

レストラン・ファミリーレストラン 0166-76-1529

上川

旭川市 しゃぶしゃぶ温野菜旭川パワーズ店

旭川市永山１１条４丁目１１９−５７

すきやき・しゃぶしゃぶ

上川

旭川市 らーめんや天金あさひかわラーメン村店

旭川市永山１１条４丁目パワーズ内

ラーメン・中華そば

0166-48-3918

上川

旭川市 牛角旭川パワーズ店

旭川市永山１２条３丁目１２２−５９

焼肉

0166-48-4129

上川

旭川市 びっくりドンキー永山店

旭川市永山１２条４丁目１１９−４６

レストラン・ファミリーレストラン 0166-49-2231

上川

旭川市 ミスタードーナツ旭川春光店

旭川市花咲町５丁目２２７７−６１

イートインのあるドーナツ店

上川

旭川市 レストランイペア

旭川市宮下通１０丁目３−３

バイキング・ビュッフェレストラン 0166-23-2122

上川

旭川市 ＭＯＲＩＨＩＣＯ．ＲＥＮＧＡ１９０９

旭川市宮下通１１−１３９８−２

カフェ・フルーツパーラー

上川

旭川市 大雪地ビール館

旭川市宮下通１１丁目１６０４番地の１

レストラン・ファミリーレストラン 0166-25-0400

上川

旭川市 みはら食堂

旭川市宮下通４丁目２−５

一般食堂・定食

0166-26-5520

上川

旭川市 ふく亭 とと魯

旭川市宮下通７‐２‐５イオンモール旭川駅前４Ｆ

一般食堂・定食

0166-74-7277

上川

旭川市 北海道そば・天ぷら 豊ろ香

旭川市宮下通７‐２‐５イオンモール旭川駅前４Ｆ

一般食堂・定食

0166-74-4777

上川

旭川市 ペッパーランチイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２−５ イオンモール旭川駅前１Ｆフードコート内

レストラン・ファミリーレストラン 0166-76-1129

上川

旭川市 風月イオン旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２−５ イオンモール旭川駅前４Ｆ

お好み焼き・焼きそば

上川

旭川市 らーめんえぞふくろうイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

ラーメン・中華そば

0166-24-0323

上川

旭川市 き久好イオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

日本料理・郷土料理

0166-73-5328

上川

旭川市 デンバープレミアムイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

ステーキ・鉄板焼

0166-85-6812

上川

旭川市 伝説のすた丼屋イオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

一般食堂・定食

0166-76-4990

上川

旭川市 そば処花の家

旭川市宮下通７丁目２番５号

そば・うどん

0166-24-8708

上川

旭川市 はなまるうどんイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

そば・うどん

0166-21-5180

上川

旭川市 北海道そば天ぷら豊ろ香

旭川市宮下通７丁目２番５号

そば・うどん

0166-74-4777

上川

旭川市 サーティワンアイスクリームイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

イートインのあるアイスクリーム店 0166-74-7431

上川

旭川市 モスバーガーイオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番５号

ハンバーガー

0166-21-8110

上川

旭川市 スターバックスコーヒー イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-21-3811

上川

旭川市 サンマルクカフェ イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

ベーカリーカフェ

0166-21-6309

上川

旭川市 五穀 イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

日本料理・郷土料理

0166-73-3113

上川

旭川市 仙台牛タン福助 イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

日本料理・郷土料理

0166-73-6805

上川

旭川市 ふく亭とと魯 イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

一般食堂・定食

0166-74-7277

上川

旭川市 築地銀だこ イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号

たこ焼き・もんじゃ焼き

0166-29-2772

上川

旭川市 デザート王国 イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号イオンモール旭川駅前（１Ｆ区画１０１１）

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-29-0200

上川

旭川市 しゃぶ菜 イオンモール旭川駅前

旭川市宮下通７丁目２番５号イオンモール旭川駅前（４Ｆ区画４００７）

すきやき・しゃぶしゃぶ

0166-29-7600

上川

旭川市 鎌倉パスタ イオンモール旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目２番地５号

スパゲティ・パスタ

0166-29-5309

上川

旭川市 ｙｏｓｈｉｎｏｒｉ ｃｏｆｆｅｅ 旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目３１１２ホテルウイングインターナショナル旭川駅前１階

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-26-5575

上川

旭川市 グランファームビュッフェ旭川駅前店

旭川市宮下通７丁目イオンモール旭川駅前４階

バイキング・ビュッフェレストラン 0166-29-1129

上川

旭川市 あさひ川井泉 イオンモール旭川駅前４Ｆレストラン街

旭川市宮下通７丁目右５号

一般食堂・定食

0166-26-7666

上川

旭川市 あさひ川井泉 イオンモール旭川駅前１Ｆ

旭川市宮下通７丁目右５号

イートインのあるその他の飲食店

0166-26-7703

上川

旭川市 回転寿司とっぴ〜宮前通店

旭川市宮前１条３丁目２−１０

回転すし

0166-37-8105

上川

旭川市 旭川高砂台 万葉の湯

旭川市高砂台１丁目１番５２号

一般食堂・定食

0166-62-8910

上川

旭川市 リストランテ フォレスタ・ヴェルデ

旭川市高砂台１丁目２−１

レストラン・ファミリーレストラン 0166-69-0000

上川

旭川市 オステリア アルベロ

旭川市高砂台２丁目１２６−１

レストラン・ファミリーレストラン 0166-63-0001

上川

旭川市 和風旅館扇松園

旭川市高砂台３丁目８番３号

懐石・割烹

0166-61-5154

上川

旭川市 そば処 そば扇

旭川市高砂台３丁目８番３号

そば・うどん

0166-61-5154

上川

旭川市 牛角旭川春光ドン・キホーテ店

旭川市春光１条８丁目１−６５ ＭＥＧＡドンキホーテ旭川店１Ｆ

焼肉

0166-55-4129

上川

旭川市 和食庭園小城

旭川市神楽１条８丁目２−１０

日本料理・郷土料理

0166-62-5123

上川

旭川市 パン酵房ナチュール＋ｃａｆｅ

旭川市神楽２条１１丁目２の１６

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-63-1170

上川

旭川市 洋食屋くぅふく倉庫

旭川市神楽２条８丁目１−１２

一般食堂・定食

0166-63-1017

上川

旭川市 旬鮮かぐら

旭川市神楽３条１２丁目１番２号

居酒屋・大衆酒場

0166-85-6620

上川

旭川市 ヴィクトリアステーション旭川神楽店

旭川市神楽４条５−１

レストラン・ファミリーレストラン 0120-181-120

上川

旭川市 びっくりドンキー神楽店

旭川市神楽４条７丁目１−４０

レストラン・ファミリーレストラン 0166-69-2081

上川

旭川市 つぼ八 神楽店

旭川市神楽５条４丁目１−１７

居酒屋・大衆酒場

上川

旭川市 氷点ラウンジ

旭川市神楽７条８丁目２−１５

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-69-2626

上川

旭川市 旨いごはんと麺季（みのり）

旭川市神楽岡１２条７丁目１番１号

一般食堂・定食

0166-60-5514

上川

旭川市 炭火直焼 壱発

旭川市神楽岡８条２丁目１番１１号

焼肉

0166-74-5518

上川

旭川市 すき家旭川神居店

旭川市神居２条１−１−１７

一般食堂・定食

0120-498-007

上川

旭川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋旭川神居店

旭川市神居２条１丁目１番２号

一般食堂・定食

0166-69-5009

上川

旭川市 ラーメンめん丸

旭川市川端町７条１０丁目ウェスタン川端店内

ラーメン・中華そば

0166-55-0765

上川

旭川市 味の牛たん 加助

旭川市大雪通６丁目５００

一般食堂・定食

0166-25-2544
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店 舗 名

飲食店区分

住所

電話番号

上川

旭川市 しゃぶ葉 旭川大雪通店

旭川市大雪通６丁目５００−６

レストラン・ファミリーレストラン 0166-29-3155

上川

旭川市 旭川大雪食堂

旭川市大雪通７丁目５０６−１０

一般食堂・定食

0166-26-1456

上川

旭川市 炭火焼肉大手門

旭川市大町２条１０丁目１７３

焼肉

0166-54-3669

上川

旭川市 麺や⻁鉄大町店

旭川市大町２条３丁目２１−１０

ラーメン・中華そば

0166-74-6877

上川

旭川市 びっくりドンキー大町店

旭川市大町３条４丁目２３９７−９

レストラン・ファミリーレストラン 0166-59-2007

上川

旭川市 ベビーフェイスプラネッツ 旭川忠和店

旭川市忠和５条５丁目８−１９

レストラン・ファミリーレストラン 0166-63-2700

上川

旭川市 そば源 忠和店

旭川市忠和５条７丁目 ５−２０

そば・うどん

上川

旭川市 ヴィクトリアステーション旭川忠和店

旭川市忠和５条８

レストラン・ファミリーレストラン 0120-181-120

上川

旭川市 旭川お城の鯉寿し

旭川市忠和６条７丁目１−１７

すし

0166-62-1450

上川

旭川市 すず

旭川市東５条２丁目 ３−７

一般食堂・定食

0166-24-0666

上川

旭川市 農珈屋 本店

旭川市東旭川町下兵村３８４番地

その他

080-9619-6942

上川

旭川市 レストランエスペリオ

旭川市東旭川町上兵村２４０番地の８

レストラン・ファミリーレストラン 0166-36-3563

上川

旭川市

旭川市東旭川町上兵村４５２番地

ラーメン・中華そば

0166-36-3124

上川

旭川市 ＺＯＯキッチンＣｏ・Ｃｏ・Ｌｏ

旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園正門食堂

一般食堂・定食

0166-74-7261

上川

旭川市 ＧＡＲＤＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ ＬＩＯＮ 旭山動物園東門店 旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園東門

レストラン・ファミリーレストラン 0166-36-7888

上川

旭川市 旭山コナール ハナサクカフェ

旭川市東旭川町倉沼４５ー６

カフェ・フルーツパーラー

0166-36-4132

上川

旭川市 カフェ クオーレ

旭川市東旭川南１条７丁目２−１３

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-73-9609

上川

旭川市 居酒屋 天金 東支店

旭川市東旭川北１条２丁目１−２３

居酒屋・大衆酒場

0166-73-8851

上川

旭川市 そば処吉倉屋

旭川市東旭川北１条５丁目１番２３号

そば・うどん

0166-36-6776

上川

旭川市 Ｇａｒｄｅｎ ｃａｆｅ＆ｋｉｔｃｈｅｎ

旭川市東光１０条１丁目３−１２

レストラン・ファミリーレストラン 0166-33-0990

上川

旭川市 炭火焼肉いち 東光店

旭川市東光１０条１丁目４−１４

焼肉

上川

旭川市 たきや寿司

旭川市東光１１条４丁目４−２５

すし

0166-31-2925

上川

旭川市 つぼ八旭川東光店

旭川市東光２条４丁目４−２６ 海晃ビル

居酒屋・大衆酒場

0166-35-7773

上川

旭川市 炭火焼肉すみ家

旭川市東光３条１丁目４番１４号

焼肉

0166-64-6565

上川

旭川市 炭火焼肉 松の実 東光店

旭川市東光５条４丁目１−１

焼肉

0166-32-3349

上川

旭川市 魚べい旭川東光店

旭川市東光５条７丁目１−２

回転すし

0166-31-0811

上川

旭川市 居酒屋 うり坊

旭川市東光６条７丁目４−２

居酒屋・大衆酒場

0166-45-6555

上川

旭川市 牛若丸南６条通り店

旭川市東光７条１丁目

焼肉

0166-39-2929

上川

旭川市 しろふくろう 東光店

旭川市東光７条４丁目３番２３号シティスクエアビル１階

居酒屋・大衆酒場

0166-34-8892

上川

旭川市 モスバーガー 旭川東光店

旭川市東光８条１丁目２２６

ハンバーガー

0166-33-0303

上川

旭川市 石蔵ダイニング米蔵

旭川市東鷹栖１条４丁目

スパゲティ・パスタ

0166-57-6577

上川

旭川市 そば処わらべや

旭川市南１条通２０丁目１９５５−１２

そば・うどん

0166-32-3735

上川

旭川市 やきとり喜多良

旭川市南３条通２４丁目１０１−３４

焼鳥

0166-34-1231

上川

旭川市 ガスト 旭川豊岡店

旭川市豊岡１４条６丁目６−１５

レストラン・ファミリーレストラン 0166-38-6855

上川

旭川市 牛若丸豊岡環状通店

旭川市豊岡１５条６丁目６−１

焼肉

上川

旭川市 麺や⻁鉄豊岡店

旭川市豊岡１条１丁目６−９

ラーメン・中華そば

0166-56-6163

上川

旭川市 吉野家 旭川豊岡店

旭川市豊岡１条４丁目３４０−４３

丼・鍋

0166-73-7581

上川

旭川市 鈴本

旭川市豊岡４条５丁目１０−１６

その他の日本料理

0166-34-2288

上川

旭川市 らあめん吉法師

旭川市豊岡４条６丁目１２番３号

ラーメン・中華そば

0166-33-9225

上川

旭川市 すき家旭川豊岡店

旭川市豊岡十四条６−８−１５

一般食堂・定食

0120-498-007

上川

旭川市 牛若丸旭川北店

旭川市末広１条５丁目１−２０

焼肉

0166-46-8929

上川

旭川市 ヴィクトリアステーション旭川末広店

旭川市末広１条７−１

レストラン・ファミリーレストラン 0120-181-120

上川

旭川市 餃子の王将 旭川末広店

旭川市末広東１条４丁目１−７

中華料理・台湾料理

0166-53-1901

上川

旭川市 珈々豆屋

旭川市末広東１条４丁目８番３０号

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-53-7471

上川

旭川市 つぼ八旭川末広店

旭川市末広東１条５丁目１−３

居酒屋・大衆酒場

0166-54-4915

上川

旭川市 焼肉コプちゃん

旭川市緑が丘３条３丁目１番地の２

焼肉

0166-76-5818

上川

旭川市 クレイジースパイス

旭川市緑町１９丁目２８５６番地

インド料理・カレー

0166-55-9014

上川

旭川市 しゃぶ菜 イオンモール 旭川⻄

旭川市緑町２３−２１６１−３イオンモール旭川⻄１Ｆ

すきやき・しゃぶしゃぶ

0166-59-7921

上川

旭川市 平禄寿司 イオンモール旭川⻄店

旭川市緑町２３−２１６１−３イオンモール旭川⻄１Ｆ

回転すし

0166-59-5922

上川

旭川市 イタリアン・トマト カフェジュニア イオンモール旭川⻄店 旭川市緑町２３−２１６１−３イオンモール旭川⻄１Ｆ

カフェ・フルーツパーラー

0166-59-7945

上川

旭川市 餃子の王将 イオンモール旭川⻄店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３

中華料理・台湾料理

0166-55-1710

上川

旭川市 はなまるうどんイオンモール旭川⻄店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３

そば・うどん

0166-46-8870

上川

旭川市 風月イオン旭川⻄店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３ イオンモール旭川⻄１Ｆ

お好み焼き・焼きそば

0166-59-7953

上川

旭川市 釧路ふく亭旭川店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３イオンモール旭川⻄１Ｆ

一般食堂・定食

0166-59-7960

上川

旭川市 いきなりステーキイオンモール旭川⻄店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３イオンモール旭川⻄１Ｆレストラン街

レストラン・ファミリーレストラン 0166-74-7829

上川

旭川市 暖龍イオンモール旭川⻄店

旭川市緑町２３丁目２１６１−３暖龍イオンモール旭川⻄店１Ｆ

中華料理・台湾料理

0166-55-5855

上川

旭川市 すき家旭川永山店

旭川市六条５−７７−５４

一般食堂・定食

0120-498-007

上川

士別市 ぴっといん

士別市⻄１条７丁目７１１−３９

一般食堂・定食

0165-23-0817

上川

士別市 焼肉しべつ

士別市大通東５丁目７１９番地５２

焼肉

080-1870-0153

上川

士別市 勝美鮨

士別市大通東６丁目

すし

0165-22-2724

上川

士別市 炭火焼肉いち 士別店

士別市大通１７丁目３１４３−２２

焼肉

0165-26-7690

上川

士別市 回転寿司とっぴ〜士別店

士別市大通⻄１６丁目

回転すし

0165-22-0123

上川

士別市 せいふう舘

士別市朝日町中央４５２０番地

一般食堂・定食

0165-28-3988

上川

士別市 モーリス

士別市東１条７丁目３２３番地３０

ダイニングバー

0165-26-7885

上川

士別市 串屋咲夢来

士別市東３条６丁目

焼鳥

0165-23-1234

上川

士別市 レストラン福 亭

士別市東３条６丁目４番地

レストラン・ファミリーレストラン 0165-23-1234

上川

士別市 プレミアムサフォークダイニングＳＨＩＺＵＯ

士別市東４条２１丁目４７３−１０３

レストラン・ファミリーレストラン 0165-22-4545

上川

士別市 士別ｉｎｎ翠月 レストラン コスモス

士別市南士別町１８７１−２１

レストラン・ファミリーレストラン 0165-29-2233

上川

名寄市 焼肉牛若丸本店

名寄市⻄２条南４丁目７

焼肉

上川

名寄市 風土ダイニング灯桜

名寄市⻄２条南５丁目１５番地３

焼鳥

01654-8-7463

上川

名寄市 八竹

名寄市⻄２条南5丁目12−1

居酒屋・大衆酒場

01654-4-4053

上川

名寄市 酒膳処いなか家

名寄市⻄２条南７丁目第３グリーンビル１階

居酒屋・大衆酒場

01654-3-0390

上川

名寄市 焼鳥居酒屋まいど

名寄市⻄３条南５丁目９ プラザマークス２階

居酒屋・大衆酒場

01654-8-7853

上川

名寄市 カフェ＆バル ＧＡＲＤＥＮ

名寄市⻄３条南６丁目１７

フランス料理・イタリア料理

080-4506-1212

上川

名寄市 そば処 紅花

名寄市⻄４条南４丁目１４番地

そば・うどん

0165-43-3553

上川

名寄市 ⻄洋居酒屋びすとろ

名寄市⻄４条南４丁目２３−１丸八ビル１階

居酒屋・大衆酒場

01654-2-0080

上川

名寄市 笑楽厨房なごみ庭名寄店

名寄市⻄４条南４丁目８番地

居酒屋・大衆酒場

01654-9-5055

上川

名寄市 カルビ大将 名寄店

名寄市⻄４条南５丁目２６−１

居酒屋・大衆酒場

01654-9-5252

上川

名寄市 らーめん くましろう

名寄市⻄４条南5丁目３−２

ラーメン・中華そば

01654-6-7002

上川

名寄市 オーセンティックバー ディキシー

名寄市⻄４条南５丁目幸福ビル１階

ショットバー・オーセンティックバー

01654-3-3902

上川

名寄市 大衆焼鳥 鳥晃本店

名寄市⻄４条南６丁目１２

焼鳥

01654-3-5800

上川

名寄市 つぼ八名寄店

名寄市⻄４条南７丁目７ ホクトビル

居酒屋・大衆酒場

01654-3-8853

上川

名寄市 ナマステネパール名寄店

名寄市⻄４条南８丁目

インド料理・カレー

0165-42-6000

上川

名寄市 ビッグボーイ名寄店

名寄市⻄４条南１０−５６

レストラン・ファミリーレストラン

0120-181-120

ッ子ラーメン東旭川店
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0166-62-0173

0166-35-2929

0166-39-3029

01654-3-4129

ＧｏＴｏＥａｔ北海道お食事券
振興局

＜道北＞取扱店リスト

市町村

＊令和２年１１月３日時点での申請受付分、順次追加となります ＊順不同 ＊営業時間は各店舗にお問い合わせください

店 舗 名

飲食店区分

住所

上川

名寄市 すき家４０号名寄店

名寄市⻄４条南１０−５６−１

上川

名寄市 日本料理福 亭

上川

名寄市 レストランヒビンカ

上川

電話番号

一般食堂・定食

0120-498-007

名寄市⻄５条南４丁目

日本料理・郷土料理

01654-3-2323

名寄市⻄５条南４丁目

レストラン・ファミリーレストラン

01654-3-2323

名寄市 カントリーマム

名寄市⻄１３条南５丁目１−１１

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

01654-3-7025

上川

名寄市 なよろ焼肉絆

名寄市東５条北８丁目

焼肉

080-1871-4727

上川

名寄市 米久イオン名寄店

名寄市徳田８０−１ イオン名寄ショッピングセンター内

そば・うどん

01654-9-6300

上川

名寄市 イタリアントマトカフェＪｒ．イオン名寄店

名寄市徳田８０−１ イオン名寄ショッピングセンター内

カフェ・フルーツパーラー

01654-8-9292

上川

名寄市 レストラン「風の寄り道」

名寄市風連町⻄町３３４番地１

レストラン・ファミリーレストラン 01655-7-8686

上川

名寄市 島ちゃん

名寄市風連町仲町２４５

居酒屋・大衆酒場

01655-3-3388

上川

名寄市 居酒屋はし

名寄市風連町本町６７

居酒屋・大衆酒場

01655-3-4711

富良野市下五区

スパゲティ・パスタ

0167-22-4045

上川

富良野市 カフェレスト・ログジャム

上川

富良野市 谷ジンギスカン【盆賊衆（ボンゾク）】

富良野市花園町２−１２

ジンギスカン

0167-22-4365

上川

富良野市 カフェ サボール

富良野市幸町１３番１号 フラノマルシェ内

カフェ・フルーツパーラー

0167-56-9093

上川

富良野市 ビストロポンすけ

富良野市幸町２−２０

無国籍料理・多国籍料理

080-5643-7359

上川

富良野市 そば処 小玉家

富良野市幸町５番１号

そば・うどん

0167-23-1234

上川

富良野市 ふらの味処 笑楽亭

富良野市幸町８番５号 マルシェ２内

一般食堂・定食

0167-22-1978

上川

富良野市

富良野市幸町８番５号 マルシェ２内

ラーメン・中華そば

0167-56-7412

上川

富良野市 カフェ プチプチ

富良野市幸町８番５号 マルシェ２内

カフェ・フルーツパーラー

0167-56-7412

上川

富良野市 ちいさなログカフェ ふらわ

富良野市山部中町２−２

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

090-6876-8118

上川

富良野市 パニエ

富良野市山部中町２番６１号

一般食堂・定食

0167-56-7727

上川

富良野市 ときわ食堂

富良野市山部中町３番１号

一般食堂・定食

0167-42-2556

上川

富良野市 南陽の丘しら樺

富良野市山部東２５線１番地

一般食堂・定食

0167-42-2625

上川

富良野市 やまべドライブイン

富良野市山部南町２番１５号

一般食堂・定食

0167-42-3900

上川

富良野市 薫風庵

富良野市山部南町３番８号

そば・うどん

0167-56-7223

上川

富良野市 ｃａｆｅゴリョウ

富良野市字上御料

カフェ・フルーツパーラー

0167-23-5139

上川

富良野市 ふらのピッツァ工房

富良野市字中五区２８７９番地

その他の⻄洋料理

0167-23-1156

上川

富良野市 ハイランドふらの

富良野市字島ノ下１９４５番地１

レストラン・ファミリーレストラン 0167-22-5700

上川

富良野市 富良野とみ川

富良野市字麓郷市街地の５

ラーメン・中華そば

上川

富良野市 レストラン 四季の恵

富良野市 富町２番５号 エーコープフォーレスト店２Ｆ

レストラン・ファミリーレストラン 0167-22-1755

上川

富良野市 ふらのワインハウス

富良野市清水山

レストラン・ファミリーレストラン 0167-23-4155

上川

富良野市 ｈａｌｕＣＡＦＥʼ

富良野市⻄学田⼆区

カフェ・フルーツパーラー

上川

富良野市

富良野プリンスホテル メインダイニングルーム

富良野市中御料

その他の⻄洋料理

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル 和食からまつ

富良野市中御料

日本料理・郷土料理

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル トップ オブ フラノ

富良野市中御料

ショットバー・オーセンティックバー

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル メインバンケットホール

富良野市中御料

バイキング・ビュッフェレストラン

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル ラベンダー

富良野市中御料

バイキング・ビュッフェレストラン

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル コーヒーショップ ラベンダー

富良野市中御料

その他の⻄洋料理

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル ル・ゴロワ フラノ

富良野市中御料

フランス料理・イタリア料理

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル ＳＯＨʼＳ ＢＡＲ

富良野市中御料

ショットバー・オーセンティックバー

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル プリンス パン工房

富良野市中御料

その他

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル コーヒーハウス チュチュの家

富良野市中御料

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル 森の時計

富良野市中御料

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル 炭焼処 きたぐに

富良野市中御料

その他の日本料理

0167-22-1111

上川

富良野市

富良野プリンスホテル トップ オブ フラノ

富良野市中御料

ショットバー・オーセンティックバー

0167-22-1111

上川

富良野市 炭焼き 串てつ

富良野市朝日町１番２０号

焼鳥

0167-22-3868

上川

富良野市 ＮＡＴＵＬＡＬＤＡＩＮＩＮＧ

富良野市朝日町１番３５号

レストラン・ファミリーレストラン 0167-22-1777

上川

富良野市 Ｒｉｎｃｏｎｔｒｏ

富良野市朝日町２−２

レストラン・ファミリーレストラン 0167-56-7690

上川

富良野市 はっぱジェラート

富良野市朝日町２−２

イートインのあるアイスクリーム店 0167-33-1012

上川

富良野市 ＧＩＮＮＳＡＩ富良野店

富良野市朝日町５−１４

レストラン・ファミリーレストラン 0167-23-8667

上川

富良野市 唯我独尊

富良野市日の出町１１−８

インド料理・カレー

0167-23-4784

上川

富良野市 てっぱん・お好み焼 まさ屋

富良野市日の出町１１番１５号

お好み焼き・焼きそば

0167-23-4464

上川

富良野市 富川製麺所

富良野市日の出町１２−２２

ラーメン・中華そば

0167-23-1965

上川

富良野市 ＦＵＲＡＮＯ ｆｏｏｄｓ＆ｂａｒ

富良野市日の出町１２−２３

ステーキ・鉄板焼

0167-77-4116

上川

富良野市 魔女のスプーン

富良野市日の出町１２−２９

その他

0167-22-0067

上川

富良野市 居酒屋 炉ばた

富良野市日の出町１２−３３

居酒屋・大衆酒場

0167-23-4776

上川

富良野市 くまげら

富良野市日の出町３−２２

一般食堂・定食

0167-39-2345

上川

富良野市 富良野 侘助

富良野市日の出町７−１

日本料理・郷土料理

0167-56-9501

上川

富良野市 富良野プリンスホテル アゼリア（館内レストラン）

富良野市北の峰町１８−６

バイキング・ビュッフェレストラン

0167-23-4111

上川

富良野市 富良野プリンスホテル シャトレーヌ（館内レストラン）

富良野市北の峰町１８−６

ショットバー・オーセンティックバー

0167-23-4111

上川

富良野市 富良野地⻨酒館 山の独尊

富良野市北の峰町２０番２９号

ビヤホール・ビアレストラン

0167-22-5599

上川

富良野市 正直村

富良野市北の峰町２１番７号

一般食堂・定食

0167-23-3143

上川

富良野市 ＦＵＲＡＮＯ ＢＡＲ

富良野市本町１−２２

フランス料理・イタリア料理

050-1585-6509

上川

富良野市 Ｋｉｔｃｈｅｎ ＥＶＥＬＳＡ

富良野市本町２−２７ コンシェルジュフラノ１階

レストラン・ファミリーレストラン 0167-56-9083

上川

富良野市 ふらの家本町酒場

富良野市本町２−５

居酒屋・大衆酒場

上川

富良野市 Ｂａｒ煙

富良野市本町２−６コダマヤビル２Ｆ

ショットバー・オーセンティックバー

080-5582-7437

上川

富良野市 いろはにほへと富良野店

富良野市本町３−５

居酒屋・大衆酒場

0167-22-8371

干中華 ゆきと華

樂

0167-29-2666

0167-22-1266

0167-56-7873

上川

鷹栖町 山恵

上川郡鷹栖町１３線１６号２番地

レストラン・ファミリーレストラン 0166-87-4229

上川

鷹栖町 らーめん鷹の爪 本店

上川郡鷹栖町南１条２丁目９−８

ラーメン・中華そば

0166-87-3085

上川

鷹栖町 大八食堂

上川郡鷹栖町北１条１丁目２ー３

一般食堂・定食

0166-87-2034

上川

鷹栖町 やました

上川郡鷹栖町北野⻄４条１丁目１−２８

一般食堂・定食

0166-87-5557

上川

鷹栖町 ＢｉｓｔｒｏＰｉｅｃｅ

上川郡鷹栖町北野東２条１丁目８ー１

その他の⻄洋料理

0166-76-4996

上川

東神楽町 ごはん処あさひ屋

上川郡東神楽町東２線１６−９８ 旭川空港ビル ２階フードコート「そらいち」

その他の日本料理

0166-73-3520

上川

東神楽町 ⼆條亭 空港店

上川郡東神楽町東２線１６−９８ 旭川空港ビル ２階フードコート「そらいち」

その他の日本料理

0166-73-3520

上川

東神楽町 蕎⻨かぶら⽊ 空港店

上川郡東神楽町東２線１６−９８ 旭川空港ビル ２階フードコート「そらいち」

そば・うどん

0166-73-3520

上川

東神楽町 梅光軒 旭川空港店

上川郡東神楽町東２線１６号９８番地

ラーメン・中華そば

0166-76-5185

上川

東神楽町 ラーメン鷹の爪 旭川空港店

上川郡東神楽町東２線１６号９８番地

ラーメン・中華そば

0166-76-5480

上川

東神楽町 農珈屋 空港店

上川郡東神楽町東２線１６号９８番地 旭川空港２階 そらいち内

その他

0166-73-3173

上川

東神楽町 鉄板焼 旭人

上川郡東神楽町東２線１６号９８番地 旭川空港ターミナルビル２Ｆ フードコート そらいち内

ステーキ・鉄板焼

0166-76-5290

上川

当麻町 和のみ

上川郡当麻町６条東４丁目１−６

一般食堂・定食

0166-56-5011

上川

当麻町 道の駅とうま御食事処

上川郡当麻町宇園別２区

そば・うどん

0166-84-5393

上川

上川町 お食事処さつき

上川郡上川町旭町２５

ラーメン・中華そば

090-6870-0226

上川

上川町 ビアグリルキャニオン

上川郡上川町字層雲峡国有無番地

レストラン・ファミリーレストラン

01658-5-3361

上川

上川町 層雲峡マウントビューホテル（館内レストラン）

上川郡上川町層雲峡無番地

バイキング・ビュッフェレストラン 01658-5-3011

上川

上川町 きよし食堂

上川郡上川町中央町５７４番地

ラーメン・中華そば
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上川

上川町 ミュージックスナック男

上川郡上川町中央町５８１

スナック（1~2名で営業 且つ 接待サービスなしの営業）

01658-2-1887

上川

上川町 愛山渓ドライブイン

上川郡上川町東雲３４１番地

一般食堂・定食

01658-2-1195

上川

上川町 あさひ食堂

上川郡上川町南町１３５番地

一般食堂・定食

01658-2-1738

上川

東川町 ミスタードーナツ東神楽店

上川郡東川町ひじり野１条６丁目１−１

イートインのあるドーナツ店

0166-85-6436

上川

東川町 居酒屋大将

上川郡東川町⻄町１丁目

居酒屋・大衆酒場

0166-82-2217

上川

東川町 スナックイーストリバーハウス

上川郡東川町⻄町１丁目

スナック（1~2名で営業 且つ 接待サービスなしの営業）

0166-82-2092

上川

東川町 寿司工房 ⻄乃家

上川郡東川町⻄町４丁目２番地２０

すし

0166-82-5057

上川

東川町 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ ｃａｆｅ＆ｂａｋｅ

上川郡東川町東８号北１

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-85-6283

上川

東川町 ＰＥＰＥＮＰＥＮ

上川郡東川町南町１丁目５−６

一般食堂・定食

0166-73-8812

上川

東川町 ＮＯＷ ＣＡＦＥ

上川郡東川町南町１丁目５−６

カフェ・フルーツパーラー

050-1188-9690

上川

東川町 ひがしかわ食堂ワッカ

上川郡東川町北町１丁目１番１号東川複合交流施設せんとぴゅあⅠ内

一般食堂・定食

0166-74-5817

上川

東川町 いっぷく茶屋風和

上川郡東川町北町５丁目４−６

そば・うどん

0166-82-3177

上川

美瑛町 食事処 戀や

上川郡美瑛町栄町１丁目２番２５号

一般食堂・定食

0166-92-1007

上川

美瑛町 焼肉にしき

上川郡美瑛町栄町１丁目４番２号

焼肉

0166-92-5091

上川

美瑛町 鯉川

上川郡美瑛町栄町１丁目５−２５

一般食堂・定食

0166-92-1069

上川

美瑛町 おきらく亭

上川郡美瑛町栄町１丁目６−１

一般食堂・定食

0166-92-3741

上川

美瑛町 キッチンヨシミ

上川郡美瑛町栄町３丁目１番３号

一般食堂・定食

0166-73-6654

上川

美瑛町 リーズカフェ

上川郡美瑛町五稜第一無番地

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-68-7821

上川

美瑛町 なかむら

上川郡美瑛町字三笠

一般食堂・定食

090-7502-7596

上川

美瑛町 フェルムラ・テール美瑛

上川郡美瑛町字大村村山

レストラン・ファミリーレストラン 0166-74-4417

上川

美瑛町 アトリエ ニペク

上川郡美瑛町字美沢希望

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0166-74-8169

上川

美瑛町 うどん処 ⻨彩の丘

上川郡美瑛町 星第三

そば・うどん

0166-76-5377

上川

美瑛町 Ｃａｆｅｌｏｄｇｅ Ｔｏｕｃｈ Ｗｏｏｄ

上川郡美瑛町 星第三

カフェ・フルーツパーラー

0166-73-3221

上川

美瑛町 美丘

上川郡美瑛町⻄町１丁目３−１７

そば・うどん

0166-92-0005

上川

美瑛町 ブラン・ルージュ

上川郡美瑛町大村村山

レストラン・ファミリーレストラン

0166-92-5820

上川

美瑛町 駅の見えるレストラン＆カフェＫＯＥＲＵ

上川郡美瑛町大町１丁目１番７号

レストラン・ファミリーレストラン

0166-92-5531

上川

美瑛町 Ｉｔａｌｉａｎ ｃａｆｅ Ａｂｅｔｅ

上川郡美瑛町大町２−１−３６

フランス料理・イタリア料理

0166-92-1807

上川

美瑛町 らーめんの山頭火 美瑛店

上川郡美瑛町大町２丁目６番３７号

ラーメン・中華そば

0166-92-8558

上川

美瑛町 Ｌｕｎｃｈ ＆ Ｃａｆｅ 風

上川郡美瑛町第三

レストラン・ファミリーレストラン

0166-95-2102

上川

美瑛町 ファミリーレストランだいまる

上川郡美瑛町中町１丁目７−２

一般食堂・定食

0166-92-3114

上川

美瑛町 美瑛彩レストランなごみの森厨房

上川郡美瑛町中町２丁目６−３２

一般食堂・定食

0166-92-0092

上川

美瑛町 ＢＥＴＷＥＥＮ ＴＨＥ ＢＲＥＡＤ

上川郡美瑛町白金

ハンバーガー

0166-73-5725

上川

美瑛町 ＭｕｓｔａｃｈｅＢｏｓｓ

上川郡美瑛町美沢中央５８５

カフェ・フルーツパーラー

0166-92-5961

上川

美瑛町 だぐらすふぁ〜。

上川郡美瑛町美沢美瑛共和番地なし

一般食堂・定食

0166-92-1806

上川

美瑛町 カフェレストラン バーチ

上川郡美瑛町美沢美生

レストラン・ファミリーレストラン

0166-92-1120

上川

美瑛町 そば天

上川郡美瑛町本町１丁目３番９号

そば・うどん

0166-92-1463

上川

美瑛町 らーめん つむぎ

上川郡美瑛町本町１丁目７番１号

ラーメン・中華そば

080-5599-2202

美瑛町 匠味屋

0166-73-7335

上川

上川郡美瑛町本町１丁目７番１号

ジンギスカン

上川

上富良野町

大阪苑

空知郡上富良野町１丁目３番１１号

焼肉

0167-45-2784

上川

上富良野町

おもてなし鈴喜福太朗

空知郡上富良野町宮町４丁目６９−７７

日本料理・郷土料理

0167-45-5727

上川

上富良野町

つた家

空知郡上富良野町錦町１丁目１番１４号

懐石・割烹

0167-45-3500

上川

上富良野町

お好み焼きもんじゃ焼ふじ田

空知郡上富良野町錦町１丁目２−９

お好み焼き・焼きそば

0167-45-2957

上川

上富良野町

富良野ホップスホテル

空知郡上富良野町⻄２線北２５号

レストラン・ファミリーレストラン

0167-45-6511

上川

上富良野町

ハーブガーデン富良野

空知郡上富良野町⻄３線北２７号

一般食堂・定食

0167-56-7152

上川

上富良野町

想い出のふらの

空知郡上富良野町⻄９線北３４号３４３５

一般食堂・定食

0167-45-6600

上川

上富良野町

ｃｏｆｆｅｅ＆ｂｒｅａｄ えん

空知郡上富良野町⻄９線北３４号３６６４番地３

カフェ・フルーツパーラー

0167-45-2425

上川

上富良野町

富良野らーめん問屋

空知郡上富良野町⻄町４丁目１１７２−４０

ラーメン・中華そば

0167-45-6386

上川

上富良野町

やま浪

空知郡上富良野町大町２丁目３−２７

一般食堂・定食

0167-45-2740

上川

上富良野町

フラノカフェ

空知郡上富良野町中町１丁目２‐２２

カフェ・フルーツパーラー

0167-56-7615

上川

上富良野町

みどり寿し

空知郡上富良野町中町１−４−２

すし

0167-45-2264

上川

上富良野町

後藤純男美術館ふらのグリル

空知郡上富良野町東４線北２６号

レストラン・ファミリーレストラン

0167-45-6181

上川

上富良野町

焼肉 まるます

空知郡上富良野町緑町２丁目１−１７

焼肉

0167-45-3521

上川

中富良野町

ポカラダイニング中富良野店

空知郡中富良野町中富良野東１線北１７スーパーセンターベストム中富良野店

インド料理・カレー

0167-44-3276

上川

中富良野町

スパ＆ホテルリゾートふらのラテール

空知郡中富良野町東１線北１８号

一般食堂・定食

0167-39-3100

上川

中富良野町

シェーブル

空知郡中富良野町南町７ー３５

一般食堂・定食

0167-44-4966

上川

南富良野町

レストランなんぷ亭

空知郡南富良野町字幾寅９６６番地

一般食堂・定食

0167-52-2733

その他

080-4157-4860

上川

占冠村 ＣＩＥＬＯ

勇払郡占冠村リゾートセンター２階

上川

占冠村 麺屋 竹蔵

勇払郡占冠村字 中トマム ホタルストリート内

ラーメン・中華そば

0167-58-1950

上川

占冠村 和牛・海鮮しゃぶしゃぶＳＯＲＡ−天空−

勇払郡占冠村字 中トマム リゾナーレ ノース棟 ３１階

レストラン・ファミリーレストラン

0167-58-1177

上川

占冠村 Ｍｏｕｎｔ Ｃａｆｅ ＳＯＬ

勇払郡占冠村字 中トマム 中腹レストラン

レストラン・ファミリーレストラン

080-7086-5482

上川

占冠村 竹麓輔らーめん厨房 恵比寿商店ｉｎトマム

勇払郡占冠村字中トマムリゾートセンター２階

ラーメン・中華そば

080-4157-4860

上川

占冠村 グリーンキッチン

勇払郡占冠村中トマム ＧＡＯセンター内

レストラン・ファミリーレストラン

0167-57-3636

上川

占冠村 スープカレーＧＡＲＡＫＵ トマム店

勇払郡占冠村中トマム ホタルストリートＦ棟

その他

0167-58-1111

上川

占冠村 塩ザンギ専門店ひろちゃん

勇払郡占冠村中トマム リゾートセンター内

から揚げ・ザンギ

080-4045-6808

上川

占冠村 カマロステーキダイナー

勇払郡占冠村中トマム 星野リゾートトマム ホタルストリートＣ棟

レストラン・ファミリーレストラン

0167-58-1010

上川

占冠村 ＢＡＲＩＳＴＡＲＴ ＣＯＦＦＥＥ ＴＯＭＡＭＵ

勇払郡占冠村中トマム 星野リゾートトマム リゾートセンター１Ｆ

カフェ・フルーツパーラー

011-213-0892

上川

占冠村 ビスターレ ビスターレ

勇払郡占冠村中トマム 星野リゾートトマム リゾートセンター内フードコート１階

インド料理・カレー

0152-45-5508

上川

占冠村 ビーチサイドカフェ

勇払郡占冠村中トマム２１９８−１ミナミナビーチ内

一般食堂・定食

0167-58-1688

上川

占冠村 グリルドエイジ

勇払郡占冠村中トマムサウス棟３２階

レストラン・ファミリーレストラン

0167-58-1880

上川

占冠村 北海道ジンギスカンキング

勇払郡占冠村中トマムフォーレスタモール２Ｆ

ジンギスカン

0167-57-3337

上川

占冠村 海鮮居酒屋カネマル後藤商店

勇払郡占冠村中トマムフォレスタモール１Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0167-58-1688

上川

占冠村 ファームデザインズトマム店

勇払郡占冠村中トマム星野リゾート

カフェ・フルーツパーラー

080-5729-5858

上川

占冠村 北海道イタリアンアルテッツァトマム

勇払郡占冠村中トマム星野リゾートトマム ホタルストリートＨ棟

レストラン・ファミリーレストラン

0167-57-3838

上川

占冠村 レストラン 森の四季

勇払郡占冠村湯の沢峡 占冠 湯の沢温泉 森の四季

レストラン・ファミリーレストラン

0167-56-2311

上川

和寒町 三徳

上川郡和寒町１１０

一般食堂・定食

0165-32-2054

上川

和寒町 味のまる藤

上川郡和寒町１２８

一般食堂・定食

0165-32-2507

上川

和寒町 研修館 にれ 食堂

上川郡和寒町字三笠１０３番地 研修館楡

その他

0165-32-4470

上川

和寒町 お多幸

上川郡和寒町字⻄町４７番地

居酒屋・大衆酒場

0165-32-2106

上川

和寒町 峠そば

上川郡和寒町字朝日２００番地

そば・うどん

0165-32-3001

上川

和寒町 大勝

上川郡和寒町字東町１３番地

ラーメン・中華そば

090-1100-5346

上川

和寒町 平和軒

上川郡和寒町字南町１３１番地

焼肉

0165-32-2346

上川

和寒町 Ｃａｆｅにれの⽊

上川郡和寒町字南町３２番地

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0165-32-2040

上川

剣淵町 ｃａｆｅ ｎｏｉｒ

上川郡剣淵町仲町８−８

カフェ・フルーツパーラー

0165-26-9518

上川

剣淵町 けんぶちベース

上川郡剣淵町緑町９−３

スナック（1~2名で営業 且つ 接待サービスなしの営業）

090-3394-7134

塩狩きのこ

5/6

Ｓ−３棟

Ｓ−３棟

ＧｏＴｏＥａｔ北海道お食事券
振興局

＜道北＞取扱店リスト

市町村

＊令和２年１１月３日時点での申請受付分、順次追加となります ＊順不同 ＊営業時間は各店舗にお問い合わせください

店 舗 名

飲食店区分

住所

電話番号

上川

下川町 居酒屋 串辰

上川郡下川町旭町３２

居酒屋・大衆酒場

01655-4-3982

上川

下川町 焼肉ハンター

上川郡下川町共栄町２２３番地

焼肉

01655-4-3378

上川

下川町 焼肉花一

上川郡下川町錦町３９番地

焼肉

01655-4-2215

上川

下川町 五味温泉 りんどう

上川郡下川町班渓２８９３

一般食堂・定食

01655-4-3311

上川

美深町 レストハウスあうる

中川郡美深町大手３０７

一般食堂・定食

01656-2-3080

上川

美深町 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＢＳＢ

中川郡美深町大通北４丁目９番地５−２

ビヤホール・ビアレストラン

01656-8-7123

中川郡音威子府村１５５番地

一般食堂・定食

01656-5-3111

上川

音威子府村

道の駅おといねっぷ

上川

幌加内町 せいわ温泉ルオント

⾬⻯郡幌加内町字政和第一

レストラン・ファミリーレストラン

0165-37-2070

上川

幌加内町 そば屋八右ヱ門

⾬⻯郡幌加内町字幌加内

そば・うどん

0165-35-3521

留萌

留萌市 すき家２３１号留萌店

留萌市旭町２−１−１

一般食堂・定食

0120-498-007

留萌

留萌市 つぼ八 留萌店

留萌市花園町４丁目３−６

居酒屋・大衆酒場

0164-43-2808

留萌

留萌市 荒磯鮨

留萌市開運町３丁目１３０番地

すし

0164-42-5775

留萌

留萌市 蛇の目

留萌市錦町３−１−１３

すし

0164-42-0848

留萌

増毛町 オーベルジュましけ

増毛郡増毛町別苅２１７番地

レストラン・ファミリーレストラン 0164-53-2222

留萌

苫前町 手打ちそば三平

苫前郡苫前町字古丹別１７３−４

そば・うどん

0164-65-3875

留萌

苫前町 呑み喰い処 山海幸

苫前郡苫前町字古丹別１９６

一般食堂・定食

0164-65-3301

留萌

苫前町 レストラン風夢

苫前郡苫前町字苫前１１９−１

一般食堂・定食

0164-64-2810

留萌

羽幌町 ラウンジ ウィンドミル

苫前郡羽幌町字苫前１１９−１

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0164-64-2810

宗谷

稚内市 カフェレストランマリーヌ

稚内市開運１−２−２

レストラン・ファミリーレストラン 0162-23-8161

宗谷

稚内市 四季彩ダイニング あんのん

稚内市開運１−２−２

レストラン・ファミリーレストラン 0162-23-8161

宗谷

稚内市 鉄板焼き はまなす

稚内市開運１−２−２

ステーキ・鉄板焼

宗谷

稚内市 バーラウンジ パドル

稚内市開運１−２−２

ショットバー・オーセンティックバー 0162-23-8161

宗谷

宗谷郡 つなぎ処えん

宗谷郡猿払村⻤志別⻄町７５番地

そば・うどん

090-8631-4137

宗谷

稚内市 ナマステネパール稚内店

稚内市港１−５−１５

インド料理・カレー

0162-24-5088

宗谷

稚内市 寿し処へそまがり

稚内市港町４丁目１２−２１

すし

0162-22-7230

宗谷

稚内市 すき家４０号稚内大⿊店

稚内市大⿊２−６−２４

一般食堂・定食

0120-498-007

宗谷

稚内市 焼鳥と蕎⻨の鳥八

稚内市大⿊２丁目１−９ 大⿊ビル１Ｆ

焼鳥

0162-22-1319

宗谷

稚内市 七輪焼肉 炭八

稚内市大⿊２丁目１−９ 大⿊ビル１Ｆ

焼肉

0162-24-0358

宗谷

稚内市 キッチン倶楽部菜好

稚内市大⿊２丁目１−９ 大⿊ビル２F

居酒屋・大衆酒場

0162-24-5111

宗谷

稚内市 北の海鮮ろばた魚吉

稚内市大⿊２丁目１−９ 大⿊ビル２Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0162-24-7641

宗谷

稚内市 ひな寿司

稚内市大⿊２丁目２−１５

すし

0162-22-5446

宗谷

稚内市 いろはにほへと南稚内店

稚内市大⿊２丁目６−３０

居酒屋・大衆酒場

0162-24-6101

宗谷

稚内市 つぼ八南稚内店

稚内市大⿊２丁目７−３２ マル金ビル １Ｆ

居酒屋・大衆酒場

0162-23-2482

宗谷

稚内市 居酒屋でんすけ

稚内市大⿊２丁目８−７Ｎ＆Ｋビル１階

居酒屋・大衆酒場

0162-22-4411

宗谷

稚内市 養老乃瀧 稚内店

稚内市大⿊４丁目１０番８号

居酒屋・大衆酒場

0162-23-5540

宗谷

稚内市 ヴィクトリアステーション稚内店

稚内市大⿊５−４−８

レストラン・ファミリーレストラン

0120-181-120

宗谷

稚内市 すし処美奈味

稚内市大⿊町２丁目２番２２号

すし

0162-24-4448

宗谷

稚内市 稚内空港レストラン

稚内市大字声問村字声問６７４４番地

一般食堂・定食

0162-26-2036

宗谷

稚内市 花楽

稚内市中央２丁目１３−４ 館農ビル１階

居酒屋・大衆酒場

090-2695-0103

宗谷

稚内市 なら鮨

稚内市中央２丁目１３番３号

すし

0162-23-6131

宗谷

稚内市 北の味心竹ちゃん

稚内市中央２丁目８番８号

居酒屋・大衆酒場

0162-22-7130

宗谷

稚内市 ステーキハウスヴァン

稚内市中央２丁目９番２６号

ステーキ・鉄板焼

0162-24-1315

宗谷

稚内市 寿司⻯

稚内市中央３−２−３

すし

0162-23-5631

宗谷

稚内市 海鮮炉端うろこ亭

稚内市中央５丁目６番８号

かに料理・海鮮料理

0162-23-7821

宗谷

稚内市 さんぱち稚内店

稚内市潮見３丁目２６番１号

ラーメン・中華そば

0162-33-3318

宗谷

稚内市 森のコーヒーＣａｐｅＳｉｄｅ

稚内市潮見３丁目５番３２号

喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房

0162-34-4843

宗谷

稚内市 回転寿司 花いちもんめ 稚内本店

稚内市潮見５丁目４６−１３

回転すし

0162-34-7377

宗谷

稚内市 やきとり大吉稚内店

稚内市萩見４丁目１−１

焼鳥

0162-33-6950

宗谷

稚内市 麺飯屋五榔

稚内市萩見５丁目２番１７号

ラーメン・中華そば

0162-32-2333

0162-23-8161

宗谷

浜頓別町 福龍

枝幸郡浜頓別町北１条３丁目１２番地

すし

01634-2-3979

宗谷

浜頓別町 はまとんべつ温泉ウイング

枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔４０番地

レストラン・ファミリーレストラン

01634-2-4141

宗谷

枝幸町 きたや

枝幸郡枝幸町栄町４６９−１

一般食堂・定食

0163-62-1133

宗谷

枝幸町 喰処大樹

枝幸郡枝幸町歌登⻄町１２１番地３１

すし

0163-68-2551

宗谷

枝幸町 うたのぼりグリーンパークホテル（館内レストラン）

枝幸郡枝幸町歌登辺毛内３６６５番地

レストラン・ファミリーレストラン 0163-68-3101

宗谷

枝幸町 味処 呑喜

枝幸郡枝幸町幸町１８１番地１

居酒屋・大衆酒場

0163-62-2693

宗谷

枝幸町 炭火焼大

枝幸郡枝幸町 栄町２６７番地

焼肉

0163-62-3739

宗谷

枝幸町 焼肉スタミナ商店

枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町１３２−４

焼肉

0163-62-2928

宗谷

枝幸町 ハシヤスメ

枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町１６９−１

居酒屋・大衆酒場

0163-64-7780

宗谷

枝幸町 春駒

枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町１７２番地３

すし

0163-62-1203

宗谷

枝幸町 クアトロ

枝幸郡枝幸町梅ケ枝町１７６

ダイニングバー

0163-62-2666

宗谷

枝幸町 和さ美

枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町４４３−２

居酒屋・大衆酒場

0163-64-7077

宗谷

枝幸町 ホテルニュー幸林（館内レストラン）

枝幸郡枝幸町北幸町１６２４番地２

レストラン・ファミリーレストラン 0163-62-4040

宗谷

枝幸町 めし処 味丸

枝幸郡枝幸町本町１５８−２

居酒屋・大衆酒場

0163-62-3312

宗谷

枝幸町 ブルームーン

枝幸郡枝幸町本町１６２−２

居酒屋・大衆酒場

0163-62-2336

宗谷

礼文町 武ちゃん寿司

礼文郡礼文町香深村字トンナイ

一般食堂・定食

0163-86-1896

宗谷

礼文町 居酒屋 煙

礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ

居酒屋・大衆酒場

0163-86-2330

宗谷

利尻町 ＵＮＢＡＬＬＯＮ

利尻郡利尻町沓形字富士見町６０−７

レストラン・ファミリーレストラン 080-9614-1470

宗谷

利尻町 利尻らーめん味楽

利尻郡利尻町沓形字本町６７

ラーメン・中華そば

0163-84-3558

宗谷

幌延町 令和構内食堂

天塩郡幌延町１条南１丁目６番地

一般食堂・定食

01632-5-1043

宗谷

幌延町 喰い処・呑み処菜味季

天塩郡幌延町１条北１丁目

居酒屋・大衆酒場

01632-5-2475

宗谷

幌延町 北斗会館

天塩郡幌延町１条北２丁目４７番地

居酒屋・大衆酒場

01632-5-2026

宗谷

幌延町 居酒屋のんべえ

天塩郡幌延町２条南１丁目１９−１

居酒屋・大衆酒場

01632-5-1156

宗谷

幌延町 幌延町トナカイ観光牧場レストランポロ

天塩郡幌延町北進３９８番地

レストラン・ファミリーレストラン

01632-5-2050
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