12/18時点 十勝
店舗名

住所

JR浦幌駅

浦幌町字本町１０９ １

電話番号

業種

015-576-2018

5.鉄道

業種備考

クーポン種別

紙

浦幌本店SS

浦幌町幸町1番地

015-576-2101

21.その他

ニシムラ

浦幌町本町12

015-576-4661

3.小売（お土産等） 菓子

紙・電子

セイコーマートたむら浦幌

浦幌町字万年３４３番地

015-576-2001

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン浦幌町店

浦幌町本町14-1

015-576-2017

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ＪＲ芽室駅

芽室町本通り１丁目１番地

0155-62-2010

5.鉄道

芽室仕出し

芽室町祥栄西17線23-5

0155-62-2716

1.飲食店（酒類提供なし）

SA飲食店

紙

カレーショップインデアン芽室店

芽室町東めむろ三条南1丁目

0155-61-3838

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

新嵐山荘

芽室町中美生2線42

0155-65-2121

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店・宿泊施設

紙

ファミリーとんかつの店 あかずきん

芽室町東二条２丁目４番地

0155-62-2139

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

平和園 大成店

芽室町東芽室南3線7

0155-62-0342

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

松久園

芽室町美生1-20

0155-65-2321

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

めむろ窯

芽室町東めむろ三条南１ １ １めむろファーマーズマーケット西隣

0155-62-6966

3.小売（お土産等） 飲食店

紙

十勝平原サービスエリア（下り）店

ガソリンスタンド

紙

紙

紙・電子

麺や虎鉄芽室店

芽室町東十条9丁目3-8

0155-67-7732

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

焼肉ＫＡＧＵＲＡ

芽室町東二条一丁目一番地七

0155-62-8929

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

レストランＨiro

芽室町本通２丁目8-1

0155-67-6400

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

和食と焼肉すず喜、

芽室町西一条一丁目五番地

0155-61-3370

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

美唄焼鳥・惣菜炎ダイイチめむろ店

芽室町東6条9丁目1ダイイチめむろ店１F 0155-62-1660

1.飲食店（酒類提供なし）

惣菜

紙・電子

芽室仕出し株式会社

芽室町本通3丁目１０番地

0155-62-2716

21.その他

テイクアウト弁当、仕出し 紙

有限会社めむろプラニング

芽室町上芽室基線４番地１１

0155-61-3881

3.小売（お土産等） 土産店

紙

ダイイチファリーヌ・ド・パリ芽室店

芽室町東6条9丁目1番地ダイイチめむろ店内 0155-62-1870

3.小売（お土産等） パン

紙

安田石油

芽室町本通5丁目27番地

0155-62-2704

3.小売（お土産等） ガソリンスタンド

紙

帯広カントリークラブ

芽室町中美生５線３４番地

0155-65-2126

16.スポーツ

ゴルフ場

紙

理容

芽室町西一条１丁目11

0155-62-2316

21.その他

理容業

芽室町本通1丁目19番地

0155-62-2754

3.小売（お土産等）

紙・電子

ハシモト

衣料寝具ありさわ
サツドラ

めむろ店

紙・電子

芽室町東6条9丁目 ダイイチ内

0155-62-6151

21.その他

紙・電子

芽室町東６条１丁目４ ４

0155-62-8168

3.小売（お土産等）

紙・電子

セイコーマート芽室東１条

芽室町東１条１０丁目１番７

0155-62-9222

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマートしなだ

芽室町本通４丁目１０番

0155-62-2004

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン芽室東４条２丁目店

芽室町東四条二丁目二番地一号

0155-62-5381

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

セブンイレブン芽室西5条店

芽室町西5条9丁目1-5

0155-62-8859

3.小売（お土産等）

紙・電子

セブンイレブン芽室南町店

芽室町西1条南6丁目セブンイレブン芽室南町店 0115-62-7718

4.コンビニ・スーパー

電子

ローソン

芽室東１０条店

芽室町東１０条９‐３‐７

0155-62-5220

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

東芽室店

芽室町東めむろ３条北１‐１‐１６

0155-62-1756

4.コンビニ・スーパー

紙

ダイイチ

めむろ店

芽室町東6条9丁目1番地

0155-61-2178

4.コンビニ・スーパー

紙

大丸山森林公園サンタの家

広尾町字広尾６８９

01558-2-3293

3.小売（お土産等） 観光施設

kikuchifarm cafe

広尾町野塚11-8-4

01558-2-0008

1.飲食店（酒類提供なし）

広尾町本通9-12

01558-2-3243

3.小売（お土産等） 菓子

（有）岡嶋水産

広尾町会所前3丁目16番地

01558-2-2303

3.小売（お土産等） 水産品

紙

メガネのワカマツ

広尾町本通６ ６ ８

01558-2-2220

21.その他

紙・電子

ツルハドラッグ

芽室店

サンタの街のお菓子屋さん

ツルハドラッグ

光香堂

広尾店

飲食店

眼鏡

紙・電子
紙・電子
紙

広尾町並木通東２丁目２ ７

01558-8-9385

3.小売（お土産等）

紙・電子

セイコーマートたちばな

広尾町丸山通北１丁目３５

01558-2-6415

4.コンビニ・スーパー

紙

ヤマト運輸

広尾町並木通西３ ４８

0570-200-705

11.物流（宅配等）

紙

道の駅さらべつ

更別村弘和464-1

0155-53-3663

3.小売（お土産等） 道の駅

紙

十勝スピードウェイ

更別村字弘和477番地

0155-52-3910

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

紙

activity centre ANDOOR

更別村字更別南２線９２番地１０

0155-52-3183

21.その他

レンタサイクル

紙・電子

お菓子のニシヤマ

更別村更別南1線91-31

0155-52-2065

3.小売（お土産等） 菓子

熱中ゲストハウス

更別村南１線９３ー３８熱中キャンパス

0155-66-4554

21.その他

セイコーマートやまぐち更別

更別村字更別緑町９８

0155-52-3345

4.コンビニ・スーパー

道の駅 ピア２１しほろ「PIA21SHOP」 士幌町字士幌西２線１３４番地１

01564-5-3940

3.小売（お土産等） 道の駅

しほろ温泉プラザ緑風

士幌町下居辺西２線１３４番地しほろ温泉プラザ緑風

01564-5-3630

21.その他

セイコーマート士幌

士幌町士幌東１線１６４番地９

01564-5-2828

4.コンビニ・スーパー

紙
紙

広尾センター

宿泊施設

紙
紙
紙

宿泊施設

紙・電子
紙

セイコーマート中士幌

士幌町字中士幌西２線７８番地

01564-9-7731

4.コンビニ・スーパー

セブンイレブン士幌町店

士幌町字士幌167-5

01564-5-3505

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン中士幌店

士幌町中士幌西２線74番地

01564-7-4747

3.小売（お土産等）

紙

ローソン士幌店

士幌町字士幌西2線142番地10

01564-5-4758

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ヤマト運輸

士幌町字士幌西１線１６７ １１

0570-200-705

11.物流（宅配等）

紙

道の駅うりまく直売所

鹿追町瓜幕西３丁目１

0156-67-2626

3.小売（お土産等） 土産

紙・電子

道の駅しかおい直売会

鹿追町東町3丁目2

0156-66-1125

3.小売（お土産等） 土産

紙

鳥せいチェーン鹿追店

鹿追町栄町１ ６３

0156-66-2989

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

大草原の小さな家

鹿追町笹川北７線１１ ３

0156-66-2200

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

十勝士幌センター

店舗名

住所

電話番号

業種備考

花ねこパン屋

鹿追町栄町１丁目１８

0156-66-3782

3.小売（お土産等） パン

紙

ボレアルフォレスト

鹿追町瓜幕東２丁目１５番地

0156-67-2677

21.その他

体験型アクティビティ

紙

エアトリップ

鹿追町北瓜幕5鹿追自然ランド

0156-69-8181

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

紙

然別湖遊覧船

鹿追町北瓜幕無番地

0156-67-2211

10.その他運送サービス 体験型アクティビティ

紙

然別湖ネイチャーセンター

鹿追町北瓜幕無番地

0156-69-8181

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

紙・電子

Hot air

鹿追町鹿追北４ ３

0156-66-3535

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

紙

マッシングワークス

鹿追町瓜幕西３１線２５

080-3232-8119

13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

体験型アクティビティ

紙・電子

福原記念美術館

鹿追町泉町１丁目２１番地福原記念美術館 0156-66-1010

1.飲食店（酒類提供なし）

美術館

紙・電子

神田日勝記念美術館

鹿追町東町３丁目２番地神田日勝記念美術館 0156-66-1555

19.文化施設（美術館､博物館等）

美術館

紙・電子

然別湖畔温泉ホテル風水

鹿追町北瓜幕無番地

0156-67-2211

21.その他

宿泊施設

紙・電子

然別峡

紙

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

クーポン種別

鹿追町鹿追北５線１１ １

かんの温泉

0156-66-2888

業種

レストラン カントリーパパ

紙

鹿追町然別国有林145林班

050-5319-4068 21.その他

宿泊施設

鹿追給油所

鹿追町西町3

0156-66-2430

21.その他

ガソリンスタンド

紙

有限会社 佐々木自動車

鹿追町西町３丁目１０ ３３

0156-66-2547

21.その他

整備工場

紙

デンキのタニ

鹿追町栄町１丁目１１バンチ

0156-66-3477

3.小売（お土産等）

紙・電子

Aコープ鹿追店

鹿追町新町4-40

0156-66-2250

4.コンビニ・スーパー

紙

鹿追町農協

瓜幕事業所

鹿追町瓜幕西1-2

0156-67-2131

4.コンビニ・スーパー

紙

鹿追町農協

東瓜幕事業所

鹿追町東瓜幕西16線25の44

0156-67-2331

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート鹿追

鹿追町南町３丁目

0156-66-3800

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン鹿追南町店

鹿追町南町2丁目11番地

0156-69-7800

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

道の駅かみしほろ

上士幌町字上士幌東３線２２７番地１道の駅かみしほろ

01564-7-7722

3.小売（お土産等）

紙

十勝養蜂園

上士幌町上士幌東3線233番地

01564-2-2470

3.小売（お土産等）

金亀亭

上士幌町上士幌東２線２３４番地

01564-2-2332

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

tobachi

上士幌町居辺東15線229-1

01564-2-5183

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

上士幌ゴルフ場

上士幌町上音更西3線

01564-2-4000

16.スポーツ

ゴルフ場

紙・電子

ひがし大雪自然館

上士幌町ぬかびら源泉郷ひがし大雪自然館 01564-4-2323

3.小売（お土産等） 観光施設

紙・電子

中村屋

上士幌町ぬかびら源泉郷南区

01564-4-2311

21.その他

宿泊施設

紙・電子

ペンション森のふくろう

上士幌町ぬかびら源泉郷南区２７

01564-4-2013

21.その他

宿泊施設

紙

糠平温泉ホテル

上士幌町字ぬかびら源泉郷南区３５番地１糠平温泉ホテル

01564-4-2001

21.その他

宿泊施設

紙

糠平館観光ホテル

上士幌町ぬかびら源泉郷北区48-1糠平館観光ホテル

01-5644-2210

21.その他

宿泊施設

サラダ館上士幌

上士幌町上士幌東3線235番地

01564-2-3945

3.小売（お土産等）

紙

紙・電子

紙

Aコープ上士幌店ルピナ

上士幌町上士幌東３線２３７番地

01564-2-2067

4.コンビニ・スーパー

紙

中島商店

上士幌町上士幌東２線２３４番地

01564-2-2510

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

セイコーマートうえだ上士幌

上士幌町字上士幌東３線２３９

01564-2-2022

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン上士幌町店

上士幌町上士幌東3線233番地

01564-2-2234

4.コンビニ・スーパー

紙

ＪＲ新得駅

新得町本通り北１丁目53番地

0156-64-5130

5.鉄道

紙

nicoro trek

新得町屈足柏町東2-1

090-7440-2447

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

TACとかちアドベンチャークラブ

新得町字屈足539-21

0156-65-2727

16.スポーツ

体験型アクティビティ

紙・電子

TOM十勝アウトドアメイツ

新得町字屈足基線240番地

0156-65-2411

14.体験型アクティビティ

体験型アクティビティ

紙

共働学舎新得農場

新得町字新得９番地の１ミンタル

0156-69-5600

3.小売（お土産等） 乳製品

紙

上田精肉店

新得町一条南２丁目７

0156-64-5107

3.小売（お土産等）

紙・電子

新得ステラステーション

新得町本通北１ ５３新得駅舎内

050-5480-2025 3.小売（お土産等） 菓子

紙・電子

瀬戸内商事

新得町西一条南5丁目17-2

0156-64-4313

3.小売（お土産等）

紙・電子

げんや

新得町本通北1丁目14番地

0156-64-5633

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

新得そばの館

新得町新得基線102番地

0156-64-5888

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙・電子

そば処みなとや

新得町二条北１丁目７番地２

0156-64-5745

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

焼肉平成園

新得町一条南一丁目七番地焼肉平成園

0156-64-4678

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

屈足平和園

新得町屈足幸町

0156-65-2139

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

蕎麦十箱

新得町元町66-3

0156-67-7025

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙・電子

新得町新内西6線158番地

0156-64-7007

13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

観光施設

紙・電子

サホロリゾートスキー場

新得町新内西6線156番地1

0156-64-4121

16.スポーツ

スキー場

紙・電子

サホロカントリークラブ

新得町新内西6線192番地

0156-64-6910

16.スポーツ

ゴルフ場

紙・電子

国民宿舎東大雪荘

新得町屈足トムラウシ

0156-65-3021

21.その他

宿泊施設

紙・電子

サホロリゾートホテル

新得町新内西5線148番地5

0156-64-7111

21.その他

宿泊施設

紙・電子

十勝新得温泉和火

新得町字上佐幌西3線16十勝新得温泉和火 0156-64-5837

21.その他

宿泊施設

紙・電子

新得町屈足８０８番地

0156-65-2141

21.その他

宿泊施設

紙

新得町新得基線１１５番地７

0156-64-4948

21.その他

宿泊施設

紙

セイコーマート屈足

新得町屈足幸町４丁目２ １

0156-69-6765

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート新得西３条

新得町西３条南４丁目３番地

0156-64-3911

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート新得

新得町５条南１丁目

0156-64-6884

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン新得町南店

新得町4条五丁目7

0156-64-3611

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ＪＲ十勝清水駅

清水町本通り１丁目1番地

0156-62-2506

5.鉄道

紙

十勝亭

清水町清水437-5

0156-62-4121

3.小売（お土産等） 土産店

紙

サホロリゾート

ミンタル

紙・電子

ベア・マウンテン

湯宿くったり温泉

レイク・イン

ヨークシャーファーム

店舗名

住所

フランスベーカリー清水店

電話番号

清水町字清水第1線50番32

業種

業種備考

0156-62-3434

3.小売（お土産等） パン

クーポン種別

紙

美蔓亭

清水町美蔓西24線89-9

0156-62-5033

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

ドライブインいとう

清水町熊牛９０番地

0156-62-5141

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

とんかつのみしな

清水町御影南1線55番地33

0156-63-3118

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

ごはん屋ゆめあとむ

清水町南一条11丁目1番地4

0156-62-1234

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

(有)山本石油

清水町御影南１線５７番地

0156-63-2304

21.その他

ガソリンスタンド

紙

ファッションホシノ

清水町本通２丁目１２番地

0156-62-2225

21.その他

服店

サツドラ

清水町字清水第1線50-32

0156-69-2511

21.その他

紙・電子
紙・電子

御影北SS

清水店

ツルハドラッグ

紙

清水店

清水町南二条１１丁目７番１

0156-69-268

3.小売（お土産等）

プラザ。いちまる清水店

清水町字清水第１線50番地32

0156-62-8010

4.コンビニ・スーパー スーパーマーケット

紙

セイコーマート御影

清水町字御影南１線５９ １

0156-63-2888

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート清水南２条

清水町南２条３丁目１８番地

0156-62-1551

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート清水

清水町南８条４丁目１５番地１

0156-62-5500

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン十勝御影

清水町御影本通５丁目16-18セブンイレブン十勝御影店

0156-69-4700

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン十勝清水本通１０丁目

清水町本通10目2番1セブンイレブン十勝清水本通１０丁目店

0156-62-6055

4.コンビニ・スーパー

紙

100yenSHOP清水店

清水町字清水第1線50番32

0156-62-8016

3.小売（お土産等）

紙

ヤマト運輸

清水町南四条８丁目７番地

0570-200-705

11.物流（宅配等）

紙

あしょろ庵

十勝清水センター

足寄町西町一丁目一番地

0156-25-2003

3.小売（お土産等） 土産店

紙

道の駅あしょろ銀河ホール21

足寄町北一条１丁目3番地

0156-25-6131

3.小売（お土産等） 道の駅

紙

ホテル レウス アショロ

足寄町北三条一丁目三 一

0156-25-2111

21.その他

宿泊施設

紙・電子

居酒屋いさりび

足寄町南二条一丁目二十二番地

0156-25-4621

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

足寄ＳＳ

足寄町南６条１丁目２２番地

0156-25-2161

21.その他

ガソリンスタンド

紙

足寄中央営業所

足寄町南４条１丁目１

0156-25-7101

3.小売（お土産等） カーコーティング

紙・電子

サツドラ

足寄町北3条1丁目7-1

0156-25-7500

21.その他

紙・電子

足寄店

ツルハドラッグ

足寄町西町５丁目２ １６

0156-25-8787

3.小売（お土産等）

紙・電子

セイコーマート足寄

足寄店

足寄町南７条１丁目４０ １

0156-25-4092

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート足寄東

足寄町南１条４丁目

0156-25-7510

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン足寄下愛冠店

足寄町下愛冠一丁目５番地の２

0156-25-5976

3.小売（お土産等）

紙

ローソン

足寄町郊南１‐２９‐１２

0156-25-7230

4.コンビニ・スーパー

紙

足寄町南７条１丁目

0570-200-705

11.物流（宅配等）

紙

道の駅『コスモール大樹』

大樹町西本通９８番地

01558-6-5220

3.小売（お土産等） 道の駅

紙・電子

風月庵

大樹町二条通１８番地１

01558-6-2237

3.小売（お土産等） 飲食店

紙

Dining Bar HARU

大樹町二条通7

01558-6-4193

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

メムアースホテル

大樹町芽武158番地1

0155-87-7777

21.その他

宿泊施設

紙・電子

オカモトセルフ大樹

大樹町字振別1番1

01558-9-6200

21.その他

ガソリンスタンド

サツドラ

大樹町柏木町7-4

01558-9-6633

21.その他

紙・電子

セイコーマートたちばな大樹

大樹町柏木町９番７

01558-6-5030

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン大樹西本通店

大樹町西本通22

01558-6-2176

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

大樹町東本通３４‐１

01558-8-7707

4.コンビニ・スーパー

紙

ＪＲ池田駅

池田町字東１条32番地

015-572-2024

5.鉄道

紙

いけだワイン城

池田町清見８３番地の4

015-578-7850

3.小売（お土産等） ワイン・観光施設

紙・電子

味の香味屋

池田町東一条３番地

0120-24-3023

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

015-578-7850

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

0155-79-2014

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

足寄町店

ヤマト運輸

十勝足寄センター

大樹店

大樹町店

いけだワイン城
カレーショップ

レストラン
ジャングルワン

池田町清見８３番地の4
池田店 池田町字利別南町１７

２３

紙

熊ッ子ラーメン善

池田町大通１丁目６３

015-572-4703

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

寿楽の息子

池田町字東１条３６ー９

015-572-5413

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

とりせい

池田町東一条３６

015-572-3205

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

ゆたか

池田町大通1-74

015-572-2220

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

フランスベーカリー池田店

池田町字利別南町１７ ２３

0155-72-3110

3.小売（お土産等） パン

ノース・ドリーム

池田町字昭栄４９番地６

015-572-5929

14.体験型アクティビティ

宿泊施設

紙

十勝まきばの家

池田町清見144

015-572-6000

21.その他

宿泊施設

紙

フンベHOFおおくま

池田町利別西町

015-572-4910

3.小売（お土産等） 宿泊施設

ワインの国

池田町昭栄４９ ６

015-572-5929

21.その他

池田町字利別南町26番4

015-572-8377

21.その他

紙・電子

サツドラ

池田店

宿泊施設

紙・電子
紙

紙・電子
紙・電子

スーパー緑苑

池田町字旭町5丁目6番地2

015-572-5123

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート池田西２条

池田町字西２条７丁目１番１

015-572-7272

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート池田

池田町字利別西町２４ ２０

015-572-6262

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン十勝池田利別店

池田町利別西町5-2

015-572-5841

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

マックスバリュ池田店

池田町字利別南町17

0155-79-2010

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

池田大通店

池田町字大通４‐６

015-572-2450

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

池田利別店

池田町字利別本町１４‐１

015-572-7666

4.コンビニ・スーパー

紙

池田町字利別本町２２ ３

0570-200-705

11.物流（宅配等）

中札内村西２条南7丁目14番地

0155-67-2811

1.飲食店（酒類提供なし）

ヤマト運輸

十勝池田センター

千サルバトーレ１２

23

道の駅なかさつない

紙
道の駅

紙

店舗名

住所

電話番号

業種

業種備考

クーポン種別

田舎どりから揚げ屋

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

080-1873-8755 3.小売（お土産等） 道の駅

紙

畑のキッチンあんてぃ～

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

0155-67-2277

紙

tomboy

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

080-3233-1664 3.小売（お土産等） 道の駅

紙・電子

カントリーショップてんとうむし

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

0155-67-2605

3.小売（お土産等） 道の駅

紙

物産販売所あんてぃ～

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

0155-67-2277

3.小売（お土産等） 道の駅

紙

ウェザーコック

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

0155-67-2289

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

蕎麦花はな

中札内村西２条南7丁目14番地

道の駅なかさつない

0155-68-3898

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

3.小売（お土産等） 道の駅

かぜのなかにわ

cafe muguet

中札内村大通南3丁目42

0155-67-0021

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

かぜのなかにわ

はなもえぎ

中札内村大通南3丁目42

0155-67-0021

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

ファームレストラン野島さんち

中札内村新生東1線199-4

0155-67-2880

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

十勝野フロマージュ

中札内村西二条南七丁目二番地

0155-63-5070

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙・電子

焼肉開拓村

中札内村元大正基線180番地22

0155-67-2223

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

中札内美術村

中札内村栄東５線

0155-68-3003

3.小売（お土産等） 美術館

紙

花畑牧場本店

本店

012-092-9187

3.小売（お土産等） 菓子

紙

六'cafe

ショップ

中札内村常盤西３線２４９ ６

0155-68-3800

3.小売（お土産等） 菓子

紙

Cafe＆宿カンタベリー

中札内村南常盤東４線２８５ ２５フェーリエンドルフB-2

0155-68-3899

2.飲食店（酒類提供あり）

宿泊施設

中札内サービスステーション

中札内村大通南５丁目４７番地

0155-67-2064

21.その他

ガソリンスタンド

サツドラ

中札内村大通南6丁目3番

0155-67-2283

21.その他

紙・電子

中札内店

中札内村元札内東4線311

6

紙・電子
紙

セイコーマートたさか

中札内村大通南３丁目４４番地

0155-67-2021

4.コンビニ・スーパー

紙

マックスバリュ中札内店

中札内村大通南６丁目３-１-８

0155-63-5151

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

中札内村大通北１‐１８

0155-67-2202

4.コンビニ・スーパー

紙

100yenSHOP中札内店

中札内村大通南6丁目３ １

0155-63-5161

3.小売（お土産等）

紙

とよころ物産直売所

豊頃町茂岩新和町50番地1とよころ物産直売所 015-578-7202

3.小売（お土産等） 物産

紙

ココロコテラス

豊頃町茂岩本町110番地1ココロコテラス内 015-578-7202

3.小売（お土産等） 物産

紙

赤胴ラーメン

豊頃町豊頃旭町238番地

015-574-2197

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

レストランいしだ

豊頃町茂岩本町37番地

015-574-2415

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

Beer Shop Ogasawara

豊頃町十弗宝町６

080-1881-6968 3.小売（お土産等）

セイコーマートはせがわ豊頃

豊頃町豊頃南町１０６

0155-74-4300

4.コンビニ・スーパー

KOYA.lab新明台

本別町西仙美里

0156-30-4315

14.体験型アクティビティ

道の駅ステラ★ほんべつ

本別町北３丁目１番地１

0156-22-5819

3.小売（お土産等） 道の駅

源すし

本別町北４丁目４番地１２

0156-22-2488

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

本別町上本別８番地６

0156-22-2208

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

ラーメンの百番

本別町上本別８番地６

0156-22-3007

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

豆男爵の館

本別町共栄18番地8岡女堂本家

0156-22-5981

3.小売（お土産等） 物産

紙・電子
紙・電子

焼肉

中札内店

豊寿園

欧風ケーキ工房

かねもり

紙
紙
紙・電子
紙

体験型アクティビティ

紙・電子
紙

紙

本別町北３丁目７番地６

0156-22-3749

3.小売（お土産等） 菓子

松月堂

本別町北３丁目３番地７

0156-22-2560

3.小売（お土産等） 菓子

紙・電子

マルシメ前田

本別町北3丁目2番地19

0156-22-2224

3.小売（お土産等） 商店

紙

本別町北3丁目2番地17

0156-22-2059

21.その他

紙

本別町南３丁目１ ４

0156-23-268

3.小売（お土産等）

紙・電子

セイコーマート上本別

本別町上本別１０番４の１０

0156-22-3504

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート本別

本別町南３丁目１番地１４

0156-22-5544

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン本別町北店

本別町北１丁目４番地１０

0156-22-7110

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ローソン

本別町南４‐１‐１

0156-22-5859

4.コンビニ・スーパー

紙

ＪＲ幕別駅

幕別町錦町１４１-1

0155-54-2100

5.鉄道

紙

ＪＲ札内駅

幕別町字札内中央町730

0155-56-2029

5.鉄道

紙

道の駅・忠類

幕別町忠類白銀町384番地12道の駅・忠類 01558-8-3236

3.小売（お土産等） 道の駅

紙・電子

カフェレストランSAIKI

幕別町札内桜町８３ー６

0155-28-5555

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

カレーショップインデアン 札内店

幕別町札内共栄町

0155-21-3033

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

食堂このみ

幕別町忠類錦町１５０番地

01558-8-2026

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

平和園 札内店

幕別町札内西町93

0155-24-0461

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

ファームレストラン・ヴィーズ

幕別町日新１３ ５

0155-56-1111

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙・電子

麺匠真武咲弥幕別店

幕別町千住148-11

0155-56-8800

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

紙

らーめん喜一郎札内店

幕別町札内共栄町172-15

0155-67-1202

1.飲食店（酒類提供なし）

飲食店

紙

幕別パークホテル悠湯館

幕別町依田126

0155-56-4321

21.その他

宿泊施設

紙

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

幕別町字依田384

0155-56-2121

21.その他

宿泊施設

紙

十勝ナウマン温泉ホテルアルコ

幕別町忠類白銀町384-1

01558-8-3111

21.その他

宿泊施設

紙・電子

前田商店
ツルハドラッグ

本別店

本別南四丁目店

株式会社大望
クランベリー
六花亭
柳月

札内店

ダイイチ札内店
札内ぴあざフクハラ店

北海道エネルギー㈱
（有）笹井金物店
Dr.Drive札内店

札内中央ＳＳ
幕別SS

商店

幕別町札内西町５２番地４

0155-20-5885

3.小売（お土産等） 物産

紙・電子

幕別町札内豊町47

0155-56-7850

3.小売（お土産等） 菓子

紙・電子

幕別町札内共栄町164

0155-28-3888

4.コンビニ・スーパー 菓子

紙

幕別町札内青葉町308 札内ぴあざフクハラ店内 0155-56-6666

3.小売（お土産等） 菓子

紙

幕別町札内西町６０番４

0155-25-3888

21.その他

ガソリンスタンド

紙

幕別町錦町39

0155-54-2003

21.その他

ガソリンスタンド

紙

幕別町札内暁町８番地１

0155-55-5100

3.小売（お土産等） カーコーティング

紙・電子

店舗名

住所

しまむら札内店

電話番号

業種

業種備考

クーポン種別

幕別町札内新北町４２-１５

0155-55-5818

3.小売（お土産等） 服屋

紙

幕別町札内青葉町３０８ ２３ぴあざフクハラ札内店１Ｆ

0155-56-7161

3.小売（お土産等） 服屋

紙

幕別町札内豊町43-1

0155-55-5211

3.小売（お土産等） 服屋

紙

ラッキー衣料館札内店

幕別町札内共栄町163番86

0155-28-6877

21.その他

紙

サツドラ

幕別町札内暁町4番地2

0155-55-5722

21.その他

紙・電子

幕別町札内青葉町 ３０７

0155-55-5112

3.小売（お土産等）

紙・電子

タツミヤ札内店
ファッション市場サンキ

さつない店

幕別札内店

サンドラッグ 札内店

服屋

ツルハドラッグ

札内あかしや店

幕別町札内あかしや町４２番１４

0155-55-5268

3.小売（お土産等）

紙・電子

ツルハドラッグ

札内店

幕別町札内共栄町１６３番地

0155-20-3825

3.小売（お土産等）

紙・電子

セイコーマート札内若草

幕別町札内若草町５３９番地６０

0155-56-2862

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート札内北町

幕別町札内北町３４番の１９

0155-56-7822

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート忠類

幕別町忠類栄町２２５番地

01558-8-2271

4.コンビニ・スーパー

紙

セイコーマート幕別本町

幕別町本町２３

0155-54-5656

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン幕別札内西町店

幕別町札内西町57番3

0155-21-5150

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

セブンイレブン幕別札内文京町店

幕別町札内文京町40-68

0155-56-1171

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

セブンイレブン幕別札内北町店

幕別町札内北町27-1

0155-56-5710

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ダイイチ

札内店

幕別町札内共栄町164-7

0155-20-1118

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

幕別札内中央店

幕別町札内中央町３３０‐３９

0155-55-6710

4.コンビニ・スーパー

ふるさと銀河線りくべつ鉄道

陸別町字陸別原野基線69番地1

0156-27-2244

14.体験型アクティビティ

陸別町観光・物産館

陸別町大通道の駅オーロラタウン93りくべつ内 0156-27-2015

居酒屋花むすび

陸別町大通５ ５コミュニティプラザぷらっと２F

0156-27-2291

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

秦

陸別町大通

0156-27-2048

2.飲食店（酒類提供あり）

飲食店

陸別町字陸別１２２番２

0156-27-3901

4.コンビニ・スーパー

食堂

セイコーマート陸別

紙
体験型アクティビティ

3.小売（お土産等） 道の駅

紙
紙
紙・電子
紙
紙

