
店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

市場のめしや まんまる食堂 新富町12-1 南樽市場内 090-2810-7890 食堂

すき家 小樽有幌店 有幌町2-14 0120-498-007 飲食業（牛丼、カレー、丼、その他）

小樽タイムズガーテン 港町5-4 24-5489 カフェ レストラン、ジンギスカン

びっくりドンキー 小樽運河店 港町5-4 21-2227 ファミリーレストラン

回転寿司 函太郎 小樽店 港町5-4 26-6771 回転寿司店

回転寿司とっぴ～小樽運河通り店 港町6-4 27-8111 寿司店

おたる蔵屋 運河食堂店 港町6-5 27-8818 ラーメン店

海石榴 築港 3- 3 25-8657 海鮮丼ぶり・海鮮焼き

なか卯 小樽築港店 築港 8- 4 27-5524 丼、うどん店

おたる佐藤食堂 築港 8-11 090-1308-2385 食堂（寿司・海鮮丼・天丼） 味噌汁おかわり自由等

ジョリーパスタ 小樽築港 築港 9-4 26-6626 パスタ専門店

はま寿司 小樽築港店 築港 9-5 31-0780 回転寿司店

モスバーガー ウイングベイ小樽店 築港11-1 ウイングベイ小樽2F 21-3223 ハンバーガー店

テラスブラッセリー 築港11-3 21-3402 ビュフェレストラン

カプリチョーザ 小樽店 築港11-5 ウイングベイ小樽1F 31-6055 イタリアン料理店

台風厨房 小樽店 築港11-5 ウイングベイ小樽1F 21-7339 中華料理店

恋するたまご 築港11-5 ウイングベイ小樽1F 21-7212 洋食店

鮨処 魚一心小樽５番街店 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 20-2050 飲食店

お持ち帰り寿司 魚一心小樽５番街店 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 20-2050 お持ち帰り寿司店

港町イタリアン ガバチョ！！ 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 21-5558 イタリアン ソフトドリンクサービス（事前提示）

中國料理 華花 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 61-1311 中華

サーティワン アイスクリーム 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 64-1780 アイスクリーム店

ファミリービストロ DD5 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 34-4545 レストラン ライス大盛無料

そば＆うどん 暖心庵 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 34-4545 そば店 ライス大盛無料

カフェ可否茶館 ウイングベイ店 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街1F 21-5181 喫茶店

小樽市飲食店応援クーポン事業登録店（９月３０日現在　３５７店舗／郵便番号順）
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http://otaru-times-garten.com/
https://www.bikkuri-donkey.com/
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店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

らーめん処 小樽坂 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 21-5558 ラーメン店 大盛サービス（事前提示）

回転寿司 魚一心小樽店 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 21-7177 回転寿司店

お持ち帰り寿司 魚一心小樽店 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 21-7188 お持ち帰り寿司店

豚肉専門店 ぼすとん 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 27-6500 豚肉専門店（カツ丼、ぶた丼、とんかつ等） ソフトドリンクサービス（事前提示）

そば処 おたる茶屋 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 21-5570 そば店 クーポン利用で大盛無料

板そば 真兵衛 築港11-5 ウイングベイ小樽5番街2F 27-8885 そば店 大盛サービス（事前提示）

ケンタッキーフライドチキン イオン小樽店 築港11-6 21-6160 フライドチキン販売

藁の果 築港11-6 イオン1F 68-9080 フレッシュジュース、タピオカドリンク

ほっともっと 小樽奥沢1丁目店 奥沢1-23-17 31-2251 弁当販売

寿司善 奥沢2-6-20 25-7523 寿司店

そば・酒処 くるみや 住ノ江2-5-1 65-0008 そば屋

ヴィクトリアステーション 小樽住吉店 住吉町 1-3 21-2728 ファミリーレストラン

手打ちそば いろは 住吉町 6-16 27-7168 そば店

おたる 蔵屋 本店 住吉町10-1 33-8188 ラーメン店

一ちゃ廬 若松1-3-10 22-5822 居酒屋

Café Wihite 若松1-7-7 64-1086 カフェ

喫茶 滝ん家 入船1-4-4 65-7148 喫茶店

（有）更科 入船3-16-17 22-5121 そば店（飲食店）

喫茶ルナパーク 松ヶ枝1-21-5 32-9789 軽食喫茶

菜はな 最上1- 3-13 24-1713 カフェ

アットホームな飲み屋 それから 最上1-12-14 24-2955 スナック

TENGUU CAFÉ 最上2-16-15 33-7381 カフェ・軽食

麓のカフェ 最上2-16-21 55-2334 カフェ

（株）おたる政寿司 本店 花園 1- 1- 1 23-0011 寿司店

（有）米華堂 花園 1- 1- 8 22-8866 喫茶店、洋菓子

居酒屋 おたる村 花園 1- 1-11 64-5414 居酒屋 ６・１６・２６日独自サービス日
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http://sakana-isshin.com/
http://sakana-isshin.com/
https://www.kfc.co.jp/top.html
https://www.bigboyjapan.co.jp/
http://otaruiroha.com/
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http://r.goope.jp/luna1980
https://www.cafenahana.com/
https://www.morinocafe.jp/
http://www.masazushi.net/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

季乃膳 花園 1- 2- 3 22-5761 居酒屋

寿司和食しかま 花園 1- 2- 5 25-4040 寿司店

郷土料理 おおとみ 花園 1- 3-15 34-1291 居酒屋

鮨庵 たか見 花園 1- 3-15 25-0930 寿司店

幸寿司 花園 1- 4- 6 24-0348 寿司店

まるた 花園 1- 4- 9 32-5687 居酒屋

居酒屋 とりあえず 花園 1- 4-17 25-3533 居酒屋

大衆バル BRIDGE 花園 1- 4-23 64-1218 バル

食酒堂×ギャラリー 想天坊 花園 1- 4-23 22-3470 居酒屋

待夢尚 花園 1- 5- 3 27-5624 飲食業　スナック

ニューポート 花園 1- 5- 3 JR高架下 65-8578 洋風居酒屋（レストラン）

居酒屋 柳助 花園 1- 5- 3 JR高架下 23-0557 居酒屋

山田屋 花園 1- 5- 4 22-9925 居酒屋

寿司処 きた家 花園 1- 5- 7 27-3821 寿司店

味処 かまわぬ 花園 1- 6-4 嵐山ビル2F 24-3232 居酒屋 来店時小鉢一品サービス

寿司・刺身処 くらげ 花園 1- 8- 1 33-4664 寿司居酒屋

Parfait Bar Polepole 花園 1- 8- 1 080-7202-1003 パフェや軽食

鉄板焼 真や 花園 1- 8- 7 34-0067 鉄板焼　居酒屋

ここ家 花園 1- 8- 8 32-7200 居酒屋

A（エース） 花園 1- 8- 8 さわだビル2F 080-1221-7559 バー

元祖 一休亭 花園 1- 8- 9 26-6777 飲食店 ラーメン店

郷土料理ささ木 花園 1- 8-15 34-1247 郷土料理（旬の材料を料理）

BAR HATTA 花園 1- 8-18 25-6031 バー

和 Dining 颯楽 花園 1- 8-20 33-3775 居酒屋

バル・デ・オタルナイ 星の庵 風の色 花園 1- 8-20 嵐山新地内 080-5581-1822 バー（タパス） 「チリコンカン」オーダー時特製クラッカー

炉ばた屋 鶴吉 本店 花園 1- 8-23 22-4733 居酒屋 ソフトドリンクサービス（事前提示）
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http://www.shikamazushi.co.jp/
https://m.facebook.com/bridge.coffee.swing
http://otarunewport.com/
https://www.facebook.com/parfaitberpolepole/
https://hoshinoan.amebaownd.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

酒処ふじりん 花園 1- 8-24 22-8666 飲食店（居酒屋）

焼肉 三四郎 花園 1- 9- 2 32-3991 焼肉店

Princess　heart 花園 1- 9- 3 32-1188 スナック

寿司達 花園 1- 9-11 25-8835 寿司店 会計時10％引き

TARGET ターゲット 花園 1- 9-13 24-1391 飲食業スナック クーポン利用アイスクリーム

パブスナック 廣 花園 1- 9-21 32-4980 スナック

グランドハワイ 花園 1- 9-24 星城ビル1F 22-5507 スナック 2名様以上2,500円／人（ﾋﾞｰﾙ･ﾜｲﾝ除く2hまで）

PUB　Toshi 花園 1- 9-26 27-5567 スナック

BAR MODERN TIMES 花園 1- 9-26 33-2025 バー

スナック 美咲来 花園 1- 9-26 22-7590 スナック 飲食店

喫茶コロンビア 花園 1-10-2 32-5178 喫茶店

和風厨房 み神 花園 1-10-5 24-1778

café＆bar HALF TONE 花園 1-10-5 ノモスビル2F 25-0005 カフェバー（バー）

小樽ジンギスカン倶楽部 北とうがらし本店 花園 1-10-7 24-8929 ジンギスカン専門店 ソフトドリンクサービス（事前提示）

レストラン MURA 花園 1-10-7 25-1188 飲食店（洋食）

おばんです小料理 花園 1-10-8 25-5432 飲食店（小料理店）

スナック 貴夫人 花園 1-11- 2 24-3303 スナック ビール一杯

Dining Bar ○月 花園 1-11- 3 24-6009 居酒屋

中華 大丸ラーメン 花園 1-11- 4 32-8345 ラーメン店

しちりん 花園 1-11-10 32-8969 焼肉店

○活 小樽水産 花園 1-11-10 61-7227 海鮮居酒屋 厚岸牡蠣お一人様1個サービス

九年母 花園 1-11-13 33-8383 居酒屋

信州屋支店 花園 1-11-13 32-0912 そば店

ニューカオル 花園 1-11-15 22-2011 スナック

ミュージックパブ ０１ zero one 花園 1-11-15 G3石倉ビル2F 090-9517-5174 ミュージックライブ パブ

BETSUBARA 花園 1-11-16 TAハイツB1F 26-6915 パフェ、カフェ店 クーポン時パフェ・アイスの生クリーム増量又は飲放題30分延長
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https://r.gnavi.co.jp/h036800/
https://www.facebook.com/halftone.otaru
https://mura251188.wixsite.com/restaurant-mura
https://mangetsu-kk.jimdofree.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

FOOD ＆ BAR  Oｗｌ 花園 1-11-16 第2とみたビル2F 33-4919 ダイニングバー 500円以下のフード１品サービス

レストラン ラ シュミネ 花園 1-11-17 33-1885 フランス料理レストラン ウエルカムドリンク1杯サービス

居酒屋 ビルド 花園 1-11-17 32-3944 居酒屋

飲み処 ひさご 花園 1-11-18 090-6873-1877 居酒屋

snack AM 花園 1-11-18 TOMITA'６ 26-6678 スナック

ノクチューン 花園 1-11-20 啓新ビル1F 27-4488 飲食店 ビール一杯無料・会計時5％引・ボトルキープ半額

マラケシュ 花園 1-11-21 29-5155 スナック

Diva 花園 1-11-21 G4ビル1F 32-3901 スナック ワンドリンクサービス

余市がんがら分店 串焼 涼 花園 1-11-21 G4ビル1F 65-7013 焼鳥屋

a．Cocoro 花園 1-11-21 Yビル 34-8018 スナック

カジュアルスポット J I N J I N 花園 1-11-24 スパルビル1F 24-9900 ダーツバー

居酒屋 天海 花園 1-11-24 スパルビル1F 27-7002 居酒屋

スナック 大地 花園 1-11-25 33-5148 スナック

ほっこり酒場 ぽん 花園 1-12- 2 61-6887 居酒屋

Demi 花園 1-12- 2 33-9788 飲食店

ペルソナ 花園 1-12- 2 61-6200 スナック

酒処 美ゆ喜 花園 1-12- 3 33-2111 小料理屋

スナック シャトレーヌ 花園 1-12- 3 23-5226 スナック

熱闘ホルモン甲子園 花園 1-12- 3 22-2969 焼肉店

華婉 花園 1-12- 4第3とみたビル１F 22-8633 スナック ワンドリンクサービス

パサール食堂 花園 1-12- 5 090-8708-8817 飲食店 アイスクリームをサービス

Bar Sun ＆ Peace 花園 1-12-20 2F 090-5077-2095 バー

Kitchen Bar COLLINS 花園 1-12-20 NK７ 1F 68-9067 フードバー ソーキ塩or醤油どちらか1品サービス

カクテルバー ドンファン 花園 1-12-21 25-1399 バー

聖徳太子 花園 1-12-21 31-4224 寿司、海鮮料理

喰べ処 やまちょう 花園 2-5-12 29-3709 軽飲食（居酒屋）
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http://en-pal.jp/article.php?tel=0134-32-3901
https://www.jinjin1996.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

庄坊番屋 花園 2-6-10 29-0119 寿司店

coffee＆dining ミレット 花園 3- 1-2 32-7900 喫茶店

板前料理 しおみ 花園 3- 1-7 32-7986 うなぎ専門店

くずし割烹 莟 花園 3- 2- 1 33-2080 居酒屋

無国籍料理 Food＆Bar MONIKA 花園 3- 2- 1 32-0843 ダイニングバー

華かぐら 花園 3- 2- 9 27-8596 居酒屋

浜茶屋 花園 3- 2-14 24-0769 居酒屋

八 八 花園 3- 3- 1 32-5944 やきとり店 クーポン利用時5％引き

ホルモンチョップ小樽店 花園 3- 3- 2 32-9117 焼肉屋

居酒屋 けやぐ 花園 3- 3- 3 27-7537 居酒屋

Live Café 小樽ありがとう 花園 3- 3- 3 61-1339 Live Café （ライブハウス）

居酒屋 もっきり荘 花園 3- 3-12 080-3236-7362 居酒屋

すぱいす ちーずちーず 花園 3- 4- 6 栄愛ビル2F 27-6787 イタリアンバル 飲み放題1900円を1280円

炭火焼肉 大徳 花園 3- 4-11 25-8929 焼肉店

とんかつ うみのや 花園 3- 5-1 31-3811 とんかつ店

なまらや 花園 3- 6-6 61-7930 居酒屋

パブサロン カヌー 花園 3- 7-15 32-4070 軽飲食（パブ）

やき鳥 明治 花園 3- 8- 4 27-5586 やき鳥店 クーポン利用時枝豆サービス

なんじゃ もんじ屋 花園 3- 8-12 白樺ビル1F 61-1960 もんじゃ焼、お好み焼、タコ焼、焼そば、鉄板焼 クーポン利用、予約で10％引き

Beef ＆ Winebar 灯-LAMP 花園 3- 8-18 61-1170 ステーキ・ハンバーグ　ワインバー

そば処 月 花園 3- 8-18 55-4855 そば店

Dock of the Bay 花園 3- 8-18 090-3119-8361 焼鳥店

中国料理 華舟 花園 3- 9- 1 23-2237 中国料理店（ラーメン） クーポン利用日替サービス

たじぺい 花園 3- 9- 6 美商ビル1F 33-0373 居酒屋

居酒家　まる翔 花園 3- 9- 7 ピア公園ハイツ1F 31-3110 居酒屋

おたる雅叙園 花園 3- 9-19 27-5560 厚岸かき専門店、すし・和食
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https://horucho-otaru.com/
https://r.gnavi.co.jp/h368200
https://namaraya.exblog.jp/
https://otaru.mypl.net/shop/00000356161/
https://iwashotaru.wixsite.com/otaru-marusho
https://oysterotarugajoen.gorp.jp/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

た志満 花園 3- 9-20 23-0511 飲食店（寿司・和食）

都寿司 花園 3-10-  3 22-9450 寿司店 会計時5％引き

串焼大将 花園店 花園 3-10-14 23-4411 焼鳥居酒屋 2,000円以上のご注文でドリンク1杯サービス

花園 遊人庵 花園 4-1-1 21-7200 飲食店

蕎麦処 伊佐美屋 花園 4-7-2 22-3095 そば屋

茶寮 青葉ヶ丘 花園 5-6-4 64-9077 日本料理店 ランチ通常\2,750円を\2,500で提供

てんぷら脇坂 本店 山田町1-22 61-1148 天ぷら専門店

おたる 鮨玄 山田町2-2 34-8817 すし店

NO-NAME 東雲町 2-1 31-1020 レストラン

海鮮や よし丼 東雲町 2-2 29-5151 海鮮丼・定食

オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ 東雲町 2-3 64-1697 イタリア料理店 自家製ジェラートorグラスワイン

大仁門東雲店 東雲町 3-11 34-8929 焼肉店

おたる すし田 堺町2- 3 21-6363 寿司店 クーポン利用時5％引き

万次郎 堺町2-15 23-1891 飲食店（定食・丼物） クーポン1枚につき粗品

おたる 蝦夷屋 堺町2-22 23-9727 飲食店（海鮮丼・刺身・海鮮焼き等）

小樽たけの寿司 堺町2-22 25-1505 寿司店 ソフトドリンク＋味噌汁付

かま栄 工場直売店 堺町3- 7 25-5802 カフェ

おたる 巽鮨 堺町3-15 31-5963 寿司店

俺のジンギスカン GKS 堺町3-23 22-3355 ジンギスカン・海鮮料理 大盛無料

雪印パーラー 小樽店 堺町4-11 27-8662 喫茶店

タケダのザンギ 堺町4-18 64-1159 ザンギ専門店

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ 本店 堺町4-19 31-4511 飲食店（洋菓子）

ルタオ パトス 堺町5-22 31-4500 カフェ・菓子

ルタオ プラス 堺町5-22 31-6800 飲食店（洋菓子）

小樽福鮨 堺町5-26 23-2939 寿司店

可否茶館 小樽店 堺町5-30 24-0000 喫茶店
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https://www.facebook.com/otaru.soba.isamiya/
https://www.tempurawakisaka.com/
https://otaru-sushiyoshi.com/yoshidon.html
https://piatto-n.com/
https://daijinmon.com/
http://www.otarusushiden.com/
https://r.gnavi.co.jp/h030900/
http://www.otaru-takenosushi.net/
https://www.kamaei.co.jp/
http://tatsumi-sushi.net/
http://hakkakuya.com/
http://www.snowbrand-p.co.jp/shop/03_otaru.htm
https://www.letao.jp/
https://www.letao.jp/
https://www.letao.jp/
http://www.otarufukuzushi.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

ふじ鮨 小樽店 堺町5-36 33-0232 寿司店

フロマージュ デニシュ デニルタオ 堺町6-13 31-5580 カフェ・菓子

小樽洋菓子舗ルタオ 本店 堺町7-16 40-5480 喫茶店・菓子

ちびっこ いちご 堺町7-2 080-4507-6439 アイスクリーム、ジュース

北一硝子 三号館 北一ホール 堺町7-26 33-1993 レストラン＆カフェ

石蔵カフェ ヴェールボア 相生町9-9 55-0984 喫茶店

ニッカバー リタ NIKKA BAR Rita 色内 1 出抜小路 33-5001 バー 1ドリンク毎抽選で景品

運河家 色内1- 1 出抜小路屋台村 080-2872-4419 中華饅専門店

小樽ジンギスカン倶楽部 北とうがらし出抜小路店 色内1- 1-17 33-0015 ジンギスカン専門店 ソフトドリンクサービス（事前提示）

炉ばた屋 鶴吉 出抜小路店 色内1- 1-17 24-0101 居酒屋

（株）おたる政寿司 ぜん庵 色内1- 2- 1 22-0011 寿司店

小樽 おり鮨 色内1- 2- 8 61-6061 寿司店 クーポン利用提示：サービス有

小樽中国料理 好 色内1- 2-18 協和浜ビル 32-0680 中華レストラン

Sizzie 色内1- 4-16 ホテルノルド小樽2F 24-0500 ビュフェレストラン（7.8月ﾃｰﾌﾞﾙｵｰﾀﾞｰﾋﾞｭｯﾌｪ）

BAR DuomoRosso 色内1- 4-16 ホテルノルド小樽7F 24-0500 バーラウンジ

SUSHI＆GRILL  ILONAI 色内1- 4-20 ホテルソニア小樽1F 23-2600 寿司、グリル料理

SONIA　COFFEE 色内1- 4-20 ホテルソニア小樽1F 23-2600 カフェ

一福 そば店 色内1- 6- 8 22-1043 飲食店（そば・うどん）

小樽北勝庵 色内1- 6-27 26-6464 十割蕎麦専門店

Café 色内食堂 色内1- 6-27 55-2999 喫茶・甘味・食事

自然派ラーメン処 麻ほろ 色内1- 7- 7 32-0140 ラーメン店

ワイン＆カフェレストラン 小樽バイン 色内1- 8- 6 24-2800 洋食 レストラン

UNWIND HOTEL ＆BAR OTARU BAR IGNIS 色内1- 8-25 64-5810 バー

UNWIND HOTEL ＆BAR OTARU THE BALL 色内1- 8-25 64-5810 レストラン

ろばた焼 つくし 色内1- 9- 8 29-0200 海鮮ろばた焼 居酒

ビストロ ブランシュ 色内1- 9-10 32-5514 レストラン（イタリア、フランス欧風料理店）
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http://www.fujizushi.co.jp/
https://www.letao.jp/
https://www.letao.jp/
http://www.kitaichiglass.co.jp/index.html
http://nikka-rita.jp/
http://www.masazushi.net/
https://hitosara.com/0006081144/
https://otaru-hao.com/
https://nord-sizzle.com/
https://www.hotelnord.co.jp/
https://ilonai.com/
https://sonia-coffee.com/
http://otaru-ichifuku.co.jp/
http://otaru-hokushoan.jp/
https://www.otarubine.chuo-bus.co.jp/
https://www.hotel-unwind.com/
https://www.hotel-unwind.com/
http://bistrotblanche-otaru.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

鮨処よし 色内1-10-9 23-1256 寿司店

和牛黒澤 本店 色内1-11-10 64-5707 すきやき、ステーキ、うなぎ、天ぷら

焼鳥 谷やん 色内1-11-17 小樽出抜小路内 34-1777 焼鳥屋

天ぷら 梵 色内1-12-8 24-7220 天ぷら店

すし処 みやた 色内1-12-8 27-0133 寿司屋 日替わりサービス

鮨まるやま 色内1-13-1 25-6625 寿司店

大仁門本店 色内1-13-5 34-8929 焼肉店

洋食屋 マンジャーレTAKINAMI 色内2- 1-16 33-3394 洋食　レストラン

運河プラザ喫茶１番庫 色内2- 1-20 33-1661 喫茶店

スリラーカラオケ小樽店 色内2- 2- 5 27-7788 カラオケボックス

すし耕 色内2- 2- 6 21-5678 寿司店 岩のりくらげサービス

ISO 色内2- 2-14 31-1888 薪焼ステーキ店・洋食店

ル・キャトリエム 色内2- 3-1 27-7124 ケーキ店、レストラン

なかよし食堂 ぺぺちゃん家 色内2-15-9 090-5075-6996 食堂

PRESS CAFÉ 色内3- 3-21 24-8028 飲食業（カフェ）

GAJA 小樽店 色内3- 4-10 22-1129 焼肉店

The Harbor coworking Café＆Bar 色内3- 8-2 64-7280 カフェ・バー

ほっともっと 小樽色内店 色内3-11-3 31-7155 弁当販売

小樽寿司屋通り 日本橋 稲穂 1- 1-4 33-3773 寿司店 あら汁サービス

酒商 たかの 稲穂 1- 1-6 34-1100 飲食業、地酒販売

ニュー三幸　本店 稲穂 1- 3-6 33-3500 ビアホール、レストラン

和風だし 伊藤圓 稲穂 1- 3-9 090-7053-4439 居酒屋（屋台） 会計時5％引き

やきとり 幸鳥 稲穂 1- 3-9 おたる屋台村 ろまん横丁内 090-6991-6241 焼鳥屋

寿し処 彩華 稲穂 1- 3-9 協和サンモールビル1Fろまん横丁 090-9083-8328 寿司店 クーポン一人1500円以上、生ビール１杯サービス

ろばた焼き はっかく 稲穂 1- 3-9 協和サンモールビル1Fろまん横丁 090-9083-8328 ろばた焼き 居酒屋

Carroll Gardens 稲穂 1- 3-9 協和サンモールビル1Fろまん横丁 080-8298-8271 バー

9

https://otaru-sushiyoshi.com/
https://daijinmon.com/
https://r.gnavi.co.jp/h120700/
http://www.denshiparts.co.jp/sushikou/
http://otaruiso.jp/
http://www.presscafe.biz/
https://r.gnavi.co.jp/h030403/
https://otaru-harbor.com/
http://www.otarusushi.com/
http://www.newsanko.jp/
https://tabelog.com/hokkaido/A0106/A010601/1055371/
https://otaru.mypl.net/shop/00000361162/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

和バル TAKU 稲穂 1- 3-9 協和サンモールビル1Fろまん横丁 080-4048-4411 串カツ

TEPPAN てつ屋 稲穂 1- 3-9 ろまん横丁 070-2426-8633 鉄板屋

酒楽や 恵方 稲穂 1- 4-14 090-8707-3624 居酒屋

おたる屋台村 レンガ横丁 バミコ 稲穂 1- 4-15 080-4044-2408 屋台スタイルBar 日替通しサービス

カフェ ダイニング レンガ W 稲穂 1- 4-15 おたる屋台村内 090-8706-2211 飲食店、立ち飲みワインバー

酒房 きまま 稲穂 1- 4-15 おたる屋台村レンガ横丁 090-2051-9064 飲食店

おたる屋台村 多居夢 稲穂 1- 4-15 おたる屋台村レンガ横丁 090-1522-9425 飲食店

くいもん酒場 わはは 稲穂 1- 7-15 64-6855 居酒屋

八珍亭 稲穂 1- 9-13 32-6480 食堂

小樽 Muse（みゅーず） 稲穂 1-11-7 31-6300 洋食店

SHUKURA 稲穂2- 4- 6 64-5338 カフェ 居酒屋

食彩工房 望月 稲穂2- 4-10 33-9326 和食店

（有）魚真 稲穂2- 5-11 29-0259 寿司店

雪あかり 稲穂2- 7- 2 080-5174-1593 ワインバー ウエルカムドリンク1グラスサービス

魚旨い処 きらく 稲穂2- 7-10 23-9801 居酒屋 小鉢無料、ウイスキーハイボール・サワー半額

ケンタッキーフライドチキン 小樽稲穂店 稲穂2- 7-11 22-0141 フライドチキン販売

しみず 稲穂2- 9-12 22-5281 焼鳥店

濱焼北海道魚萬 小樽駅前本店 稲穂2- 9-9 稲穂2丁目ビル 34-0088 飲食店

五十番菜館 稲穂2-10-1 32-4793 中華食堂・ラーメン店

ステーキ＆シーフード OTARU GRILL 稲穂2-10-5 26-6690 ステーキハウス

カラオケMash 小樽駅前店 稲穂2-10-8 ｱﾙﾌｧﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾋﾞﾙ 21-6411 カラオケボックス

山の猿 小樽駅前店 稲穂2-10-8 ｱﾙﾌｧﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾋﾞﾙB1 29-2927 居酒屋

天ぷら 天林 稲穂2-11-2 22-8834 天ぷら店

CAFÉ RESTAURANT MAHALO 稲穂2-11-9 65-7377 カフェレストラン（ピザ、スパゲティ、etc)

アイスクリーム パーラー美園 稲穂2-12-15 22-9043 アイスクリーム

寿司・焼肉 いづみ 稲穂2-12-4 23-1941 寿司、焼肉店 大盛無料
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https://www.otaru-muse.com/
http://www.mochizuki-otaru.com/
https://www.kfc.co.jp/top.html
http://www.feeld.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000972007/
http://www.misono-ice.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

焼鳥居酒屋 みやこ鳥 稲穂2-13- 8 23-0141 居酒屋

居酒屋・イタリアン てっら terra 稲穂2-13-16 29-0711 居酒屋

みよ福 稲穂2-13-16 22-3429 すし店

お箸ダイニング こうじ 稲穂2-13-17 22-7070 居酒屋

らく天 稲穂2-13-7 22-6336 居酒屋 グループにお刺身1品サービス

がつや しまざき 稲穂2-14- 2 25-6685 ろばた焼

おたる 魚心 稲穂2-14- 8 32-6531 居酒屋

○おちゃわん○ 稲穂2-14-11 64-5031 飲食店

オーセントホテル小樽 レストランカサブランカ 稲穂2-15-1 27-8100 レストラン

オーセントホテル小樽 トップラウンジポールスター 稲穂2-15-1 27-8100 バー

オーセントホテル小樽 和食入舟 稲穂2-15-1 27-8100 和食

オーセントホテル小樽 鉄板焼 海王 稲穂2-15-1 27-8100 鉄板焼

オーセントホテル小樽 ロビーラウンジ オンディーヌ 稲穂2-15-1 27-8100 喫茶店

オーセントホテル小樽 メンバーキャプテンズバー 稲穂2-15-1 27-8100 バー

モスバーガー 小樽静屋通店 稲穂2-16- 3 33-8899 ハンバーガー店

い酒や てくてく 稲穂2-16- 4 32-5990 い酒や（居酒屋） こだわり酒場のレモンサワー１人1杯

ワインビストロ カタバミ 稲穂2-16- 6 26-6481 洋食店

ANDIAMO 稲穂2-16-11 33-3733 イタリア料理店

中華食堂 桂苑 稲穂2-16-14 23-8155 中華食堂

串鳥 小樽本店 稲穂2-18-1 高雄ビル2F 31-2989 飲食店

小樽蕎麦屋 籔半 稲穂2-19-14 33-1212 蕎麦屋

麺工房 小樽店 稲穂2-20-1 080-4505-5176 ラーメン店

蕎楽 両国分店 稲穂2-20-1 22-5222 そば・うどん店

葉実皮 むくげ 長崎屋小樽店 稲穂2-20-1 33-5888 ラーメン店・そば店 杏仁豆腐

（株）どんど 稲穂2-20-1 33-1119 軽飲食

フルーツパパ・ジューシーママ 稲穂2-20-1 長崎屋1F 61-1309 喫茶店（ジューススタンド）
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http://otarurakuten.com/
https://www.authent.co.jp/
https://www.authent.co.jp/
https://www.authent.co.jp/
https://www.authent.co.jp/
https://www.authent.co.jp/
https://www.authent.co.jp/
https://www.andiamo2010.jp/
http://www.yabuhan.co.jp/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

銘酒角打ちセンター たかの 小樽駅 稲穂2-22 32-0755 酒場

珈琲工房 稲穂2-22- 1 小樽経済センタービルB1 23-1633 珈琲店 クーポン利用時全品50円引

自然焙煎 琥珀の館 稲穂2-22- 8 32-1055 喫茶店

駅なかマートタルシェ 立喰い寿司コーナー 稲穂2-22-15 31-1111 寿司店 クーポン提示でお任せ一貫サービス

バーガーキング JR小樽駅店 稲穂2-22-15 22-8677 ファーストフード店

カフェ可否茶館 JR小樽駅店 稲穂2-87-1 31-2550 喫茶店

若寿司 稲穂3- 1-2 32-4991 寿司店

手しごと工房 来夢 稲穂3- 1-9 64-1550 飲食店、ランチ喫茶（金土のみランチ営業）

SOUP CURRY ダルオ 稲穂3- 3-1 33-0333 スープカレー専門店

（株）大和家 稲穂3- 4-11 23-1540 寿司店

蕎麦や 荒又 稲穂3- 4-12 27-8288 蕎麦店

ら～麺 京や 稲穂3- 4-15 27-0036 ラーメン店

そば処 やま安 稲穂3- 6-1 22-4622 飲食店（そば、うどん、ラーメン） オタルンカードポイント付与

中華の店 東香楼 稲穂3- 7-12 34-0806 中華・ラーメン

CAFÉ BAAL 稲穂3- 8-10 22-2282 レストラン（軽飲食）

ミスタードーナッツ 小樽ショップ 稲穂3- 9-1 27-8877 外食業　ファーストフード、カフェ

エキモルタオ 稲穂3- 9-1 24-6670 飲食店（洋菓子）

わらわら小樽駅前店 稲穂3- 9-1 新小樽駅前第3ビル 22-3588 飲食店

ARINCO MOU DASH 稲穂3-10-13 55-0214 オムライス店

鮮魚食堂 かわしま 稲穂3-10-16 32-0613 海鮮

小樽風道 稲穂3-10-16 いちふじビル2F 31-3301 寿司店 会計時10％サービス

味処 たけだ 稲穂3-10-16 三角市場 22-9652 海鮮丼 煮魚サービス、丼 300円引き

究極の俺のどんぶり GKS 稲穂3-10-16 三角市場内 090-3899-9909 海鮮料理　他 大盛無料

北のどんぶり屋 滝波食堂 稲穂3-10-16 三角市場内 23-1426 海鮮食堂 丼・定食注文時かに汁1杯

小樽海鮮丼 ガンガン亭 稲穂3-11-2 080-8012-4876 海鮮丼 クーポン利用時50円引と最高笑顔！！

楽笑酒場 すかんぽ 稲穂3-13-9 24-0838 飲食店
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https://tarche.jp/
https://www.facebook.com/daruo.curry
http://otaru-yamatoya.com/
https://md.mapion.co.jp/b/misterdonut/info/0157/
https://www.letao.jp/
https://www.facebook.com/arincomoudash
http://www2.odn.ne.jp/kawashima-sen/
http://otaru-takeda.com/
http://hakkakuya.com/
http://www2.enekoshop.jp/shop/takinami/
http://skanpo.net/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

伊勢鮨 稲穂3-15-3 23-1425 鮨店 クーポン提示でおまかせ一貫サービス

えだかん 稲穂3-15-7 61-7880 居酒屋

ヴィクトリアステーション 小樽稲穂店 稲穂4-2-20 24-3411 ファミリーレストラン

いぐれっく ５．３ 富岡1-15-4 23-9891 洋食店

トラットリア コンフォルテーボレ 富岡1-20-1 22-1156 レストラン

絵本と環境雑貨 ワオキツネザル 富岡2-3-12 61-6355 オーガニックカフェ

しゅんさい割烹 幹 緑1- 5-22 33-3666 日本料理 ご来店者には色々サービスします

みどり 茶房 緑1-20-8 26-6671 喫茶店

まつはま 緑1-21-2 25-0625 お弁当店（出前・持ち帰り）

ほっともっと 小樽長橋店 長橋2-1-15 31-5235 弁当

大助寿し 長橋4-14-37 32-8985 寿し、天ぷら、うなぎ

手打ち蕎麦 きむら 幸3-16-8 29-0262 そば店

ピザテンフォー小樽手宮店 錦町 8-6 27-5777 ピザ宅配・お持ち帰り

つぼ八 小樽手宮店 錦町 9-1 27-8880 居酒屋

ヤマカ そば 錦町11-4 22-5280 そば・ラーメン店

ざっかす島影 錦町13-10 22-5513 居酒屋

Sora to Tsuki 末広町28-10 22-4827 ラーメン店

にしん御殿小樽 貴賓館（旧青山別邸） 祝津3- 63 24-0024 和食店

マリーナ食堂 祝津3-197 32-0425 食堂

民宿 青塚食堂 祝津3-210 22-8034 海鮮料理

ホテルノイシュロス小樽 レストラン ブラウキュステ 祝津3-282 22-9111 レストラン（創作フレンチ）

ニュー三幸 おたる水族館店 祝津3-303　おたる水族館内 27-6655 食堂

まごころ弁当 小樽店 高島1-3-9 61-6818 高齢者向け宅配弁当

鮨と季節料理　に志づか 高島4-9-14 34-2838 鮨・料理

おたる宏楽園 新光 5-23-1 54-8221 旅館・和食会席

そば処 あさり 新光1- 3-7 54-0550 そば店
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http://www.isezushi.com/
https://www.eda-kan.com/
https://www.bigboyjapan.co.jp/
http://www.y-5-3.com/
https://taitaitachu.wixsite.com/waokitsunezaru
https://www.hottomotto.com/
https://otarudaisukezushi.jimdofree.com/
https://www.tenfour.co.jp/
https://www.tsubohachi.co.jp/shop/other/otaru-temiya/
http://www.otaru-kihinkan.jp/
http://www2.odn.ne.jp/aotuka/
https://www.neuschloss.com/
http://www.newsanko.jp/
https://www.magokoro-bento.com/
http://sushi-nishizuka.com/
https://otaru-kourakuen.com/


店舗名 所在地 電話番号 業　　種 追加サービス

居酒屋 あさり村 新光1-11-5 64-5575 居酒屋 ６・１６・２６日独自サービス日

すき家 ５号小樽朝里店 新光2-1-4 0120-498-007 飲食業（牛丼、カレー、丼、その他）

大仁門朝里店 新光2-2-1 54-2929 焼肉店

小樽らーめん 一期一会 新光4-3-24 51-5135 ラーメン店

トーイズ スウィート 朝里川温泉1-306-36 54-0501 シチュー専門店

レストラン シルフィード 朝里川温泉2-676-1 52-3800 レストラン

焼肉 やまき 桜1-21-26 54-1435 焼肉店

レストラン 四季 桜4-5-21 54-8599 洋食屋

小樽あんかけ処 とろり庵 桜5-7-23 54-8287 ラーメン店

ストアーハウス 大坂屋 銭函2- 3-2 62-6425 軽食喫茶

しろくまコーヒー 銭函2-1-7 64-9589 カフェ

リストランテ 樹の部屋 銭函2-30-3 62-4238 パスタ、カレーを中心とした洋食店

ZENIBAKO BASE 銭函2-46-3 61-5320 カフェレストラン

CLUB わん日和 銭函2-49-29 090-9510-4540 喫茶店（ドッグラン付）

和風れすとらん 銭函大山 銭函3-4 62-4274 飲食店（寿司、あんかけなど）

ネパールカレー＆レストラン STAR 星野町19-2 64-5531 カレー店

らあめんとおばんざい 麺乃夢恋 春香町361-1 65-7059 ラーメン店（夜はおばんざい提供） ラーメン注文時トッピング1品

Café ＆ Hall Matano 張碓町531-16 62-1541 カフェ

おたるワインギャラリー 朝里川温泉1-130 34-2187 ワインBAR

そば処 両国 塩谷店 塩谷1-4-28 26-3885 日本そば、うどん
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https://www.sukiya.jp/
https://daijinmon.com/
http://www.toyssweet.jp/
http://www.classe-hotel.com/restaurant/
https://zenibako-base.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000257012/food/
https://www.hokkaidowine.com/contents/gallery/index.html

