たこや

屈足平和園

雅

新得町屈足旭町1丁目20

新得町屈足幸町1丁目

新得町屈足旭町1-34

TEL：0156-65-2957
時間：11時〜21時 休：水 第2第4木
お肉のお持ち帰り出来ます

TEL：0156-65-2139 休：月
時間:11時〜14時半･17時〜21時半

TEL：0156-65-2435

ホルモン350円・ジンギスカン400円

肉類各種お持ち帰り出来ます

松の味

お店の味をお持ち帰り・出前でお家でも堪能できるかも・・・

時間：１１時〜２１時

現情勢下団体予約お受けしてません

ドライブイン

居酒屋くったり

鳥や

新得町屈足幸町⻄4丁目3-1

新得町屈足幸町2丁目53

新得町屈足幸町2丁目93

TEL：0156-65-3313

TEL：0156-65-2980

TEL：0156-65-3773

時間：１１時〜１４時

休：火

休：水

時間：１６時〜２３時

休：不定

四季の山菜を
お楽しみ下さい

セットメニューがお得です

時間：１７時〜２３時

休：不定

夫婦二人三脚で頑張ってます

金酔

スナック綾

ワールド

新得町屈足幸町1丁目

新得町屈足緑町１丁目24

新得町屈足幸町1丁目1

TEL：0156-65-2953

TEL：0156-65-3737

TEL：0156-65-2270

時間：予約客のみ

時間：１９時〜２４時

休：日月

特に衛生管理には人一倍
気を付けて
おります！

サホロリゾートホテル
花森熊カフェ・レストラン
時間：11時〜16時(ランチ11時半〜14時)

フレンチレストラン・サホロガーデン
時間：17時〜21時半(ラストオーダー21時)

北海道郷土料理 ゆきざさ
時間：17時〜21時半(ラストオーダー21時)
新得町字新内⻄５線148番地5

TEL：0156-64-7111 休：無休（※夏季営業は11月3日のランチ営業迄）

時間：１９時〜２４時

休：月

マスクは勿論、
アルコール消毒
他徹底的に
やってます

街中サロンふらっと
新得町２条南１丁目 TEL：0156-64-6613
時間：8時半〜15時

営業:水木金

あいの郷ふれあい
新得町屈足柏町２丁目TEL：0156-65-3030
時間：８時半〜１７時 休:土日祝

●チラシに関するお問合せ●
新得町商工会まちづくり事業部
新得町本通南1-23 TEL0156-64-5324
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新得・頑張ってる飲食店ガイド
三
密
避
け
て、
明
る
い
新
得
！

【記号について】お持ち帰りのお店
： 出前をするお店
スマイルチケットが使えるお店
※緊急経済振興プレミアム付特別商品券に付いては

マークに関係なく掲載店他の

ほとんどのお店で使用できます（使える店は同券販売時配布の取扱店一覧をご覧下さい）

メニュー詳細等については、各店舗に直接お問合せ下さい。
※コロナ感染症の影響のため営業内容・時間等が変更になることがあります。

店舗によっては昼営業後の休憩・オーダーストップがあります。
なお当ガイド掲載内容の有効期間は ～2020/6/30 です。

みなとや

玄穰

そば処

新得そばの館

新得町２条北１丁目１

新得町字新得基線102

TEL：0156-64-5745

TEL：0156-64-5888

時間：１１時〜１５時

テイクアウト限定

休：日

天丼弁当･豚丼弁当共

時間：１１時〜１９時

せきぐち

そば処

新得町本通北１丁目１１
休：なし

TEL：0156-64-5450
時間：１１時〜２０時

出前

750円

（店内価格より相当お値打ちです）

蕎麦 十箱
新得町元町６６−３
時間：１１時〜１５時

休：木

１人前 ７００円
（つゆ付き）
ご自宅までお届け
します。お気軽に
お問合せ下さい。

☎0156-67-7025

休：水

致します

石松

暖笑

新得町本通北１丁目２

新得町本通北１丁目47-1

TEL：0156-64-5328

TEL：0156-64-4241

時間：１１時半〜２４時 休：日
ランチ11：30〜13：00 夜17：00〜

時間：１１時〜２０時

◆お持ち帰り限定◆

寿司全メニュー １割引
◆土曜日限定 21：00以降◆
寿司・刺身 全メニュー半額

休：不定

お持帰りは予約お願いします
唐揚げ海老フライ弁当
(タルタルソース付)
(税込）

７８０円

他にもお持ち帰りできます
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新得地鶏本家

壱杯家

新得町本通北１丁目53-4

TEL：0156-67-7533
時間：１７時〜２３時 休：日

プレミアム付
チケットご
提示のお客様

げんや

ハーバーライト

スナック Ｆ

ラーメン

新得町１条南１丁目

新得町本通北１丁目14

新得町１条北１丁目

新得町本通北１丁目40-1

新得町元町63

TEL：0156-64-6666 休：月
時間：16時〜23時(日のみ22時)
汁もの以外すべて
のメニューをお持

り帰り頂けます。

から揚げ１個
サービス

◆ファミリーセット◆

3,996円 税込

時間：１７時〜２３時

平成園

新得町本通北１丁目36

新得町本通南１丁目4

新得町１条南１丁目

TEL：0156-64-5240

TEL：0156-64-5956

TEL：0156-64-4678

時間：１８時〜２１時

休：不定

◆チャーム無料◆

時間：１７時〜２３時

時間：１９時〜２４時

休：日

予約にてお持ち帰り
できるメニューもあり
ますので、お問合せ
下さい。

ぐるぱん
休：月

TEL：0156-64-4595

TEL：0156-64-5633

もり
時間：１７時半〜２３時

休：日

三
密
避 共働学舎新得農場
け
て、
新得町字新得9-1

TEL：0156-69-5600

休：火

プレミアム付チケット
ご提示のお客様
生ビールまたは
ソフトドリンク１杯
サービス

ミンタル

【カフェ】時間:11時〜15時 休:火水
【売 店】時間:10時〜17時 休: 無

※お肉類お持ち帰りできます

おさんぽカフェ

喫茶プラザ

新得町本通南１丁目17-5

新得町本通南１丁目

時間：１０時〜２０時

茶憩夢

TEL：0156-64-6655

TEL：0156-64-6463
休：水

予約にてお弁当
・オードブル
承ります

時間：１１時〜１７時

休：不定

ナポリタンが
お勧めです

愛里巣

銀河

新得町本通北２丁目

ふうせん

新得町本通北２丁目

新得町本通北２丁目

TEL：0156-64-3115

TEL：0156-64-4119

TEL：0156-64-6264
時間：１９時〜２４時

休：不定

寳龍

鳥せい 新得店

時間：１９時〜２４時

休：日

時間：１９時〜２５時

休：無休

プレミアム付
チケットご
提示のお客様
竹鶴ハイボール
大ジョッキを
（税込）６００円

明
日
に
繋
ぐ
！

TEL：0156-67-9500
時間：２０時〜２４時

休：日

新得店

TEL：0156-64-5634
時間：１１時〜２０時

休：水

【出前】出前料頂いておりません
【テイクアウト】 有
【当店オリジナルメニュー】
☆地鶏入り塩 ☆旬花味噌
プレミアム付チケットご提示
のお客様につきソフトドリンクサービス

ラ・モトリス

ラーメン

新得町字上佐幌⻄3線23-4

新得町字新得基線118

ロッキー

休：火

TEL：0156-64-2222

お電話での空席確認をお勧めします
【ランチ】ご予約優先となります

11:30〜14:00最終入店15:00閉店
ジャージー牛ハンバーグ2,350円〜
【デイナー】18:00〜完全ご予約のみ
お二人の場合＠5,000円（税サ別）

ポパイ

新得
狩勝店

TEL：0156-64-4569 休：木
時間：(昼)11:00〜14:45 Ｌ.Ｏ
(夜)17:00〜20:15 Ｌ.Ｏ
(閉店)20：30

ラ・パッパータ

小さな森のレストラン

YORKSHIRE FARM

新得町字新得基線29-36

新得町字上佐幌基線121-1

新得町字新得基線115-7

TEL：0156-64-3471
時間：１１時〜２０時半

休：月

●期間･数量限定にてビ-フカレをテイクアウトのみで販売します
●販売時間は12:00～13:30まで
☆ 要 電話確認
●ディナータイムは予約制です

TEL：080-5592-6798
時間：１１時〜１７時

休：月

TEL：0156-64-4948
時間：１１時〜１５時

休：火水

各種、お持ち帰り ＊ランチセット￥980(税別)10%
ご予算に合わせた 仔羊料理のメインにスープとサラダとライス
（Ａ：スペアリブ Ｂ：レバーソテ
手作り弁当(要予約)
Ｃ：トリッパ Ｄ：ハンバーグ）
配達致します。
＊ピザ(持ち帰りできます)(税別)8%
お気軽にお電話
1人用(7inch)
¥900
下さい。
3人用(12inch)¥2,200

ヴィレッジ４３２

BE WILD

新得町字新得基線98

新得町字新得基線103

TEL：0156-64-4320
時間：１１時〜１９時

休：火

テイクアウトMENUあり

牧場の盛り合わせ

TEL：0156-64-5200
時間：10時半〜17時 休:木金他有

