
2023/2/10現在

スナックアクア スナック 西4南5 2-1191

スナックアンブレラ スナック 西2南7 3-9699

旬菜いし田 居酒屋 西2南8 2-2778

鮨いし田 鮨 西3南5 8-7077

いちかつ とんかつ 大通北2 8-7155

居酒屋一きゅう 居酒屋 西4南4 2-2365

パブ一きゅう スナック 西4南4 2-2365

いなか家 中華 西2南7　第三グリーンビル1F 3-0390

いもの華 居酒屋 西4南5 2-4221

牛若丸 焼肉 西2南4 3-4129

ｏｋａｎ.ａ スナック 西3南6 2-3223

ＯＫ スナック 西4南5 3-5290

大衆酒場花華也 居酒屋 西4南5  有楽センター 090-2074-7969

焼肉料理 香奈美 焼肉 西4南5  4条ビル1F 2-5657

カントリーマム 菓子・ドリンク 西13南5 090-4879-6426

カントリーマム イオン名寄店 菓子・ドリンク 徳田80  イオン名寄店2F 090-4879-6426

和 きたほる名寄店 居酒屋 西4南6 2-3400

スナックキャンドル スナック 西5南4 3-6209

KING　BEAR ハンバーグ 西3南7 9-7222

スナック圭 スナック 西3南5 3-4634

スナックさなえ スナック 西3南6 2-5077

焼肉の店 サブちゃん 焼肉 大通南8 2-3313

食酒家 三なす 居酒屋 西2南5  丸山ビル1F 3-3501

三福 そば 西4南5  4条ビル1F 090-9086-2496

ＪＡＣＫ スナック 西3南5 080-1298-4718

深海魚 スナック 西3南5 2-3345

スナックジャンボX スナック 西4南5 090-2696-7168

仁兵衛 焼肉 西9北1 3-6767

カラオケスナックすずらん スナック 西4南5 2-7710

Ｓｏｕｌ Ｃａｆｅ カフェ･バー 西4南5 4-4398

Diana.ｍ スナック 西3南5 090-5072-5301

やきとり玉ちゃん やきとり 西3南5 2-0102

居酒屋 ちび助 居酒屋・スナック 西5南5 3-8245

風土ダイニング灯桜 居酒屋 西2南5 8-7463

ｵｰｾﾝﾃｨｯｸﾊﾞｰディキシー バー 西4南5  幸福ビル1F 3-3902

テイクファイブ バー 西3南5 2-3345

居酒屋 天馬 居酒屋 西4南5　いろはビル1F 3-8122

飲食チケット取扱店



焼肉と冷麺の店トトリ 焼肉 西4南4 3-0800

喫茶ドミール302 定食 西3南2 2-1354

スナック友子 スナック 西5南5 2-5438

味処 鳥長 居酒屋 西2南6 2-2379

スナックどりーむ スナック 西3南5 3-1171

すなっく和み スナック 西3南5  サンビルB1F 090-8632-9237

笑楽厨房 なごみ庭名寄店 居酒屋 西4南4 9-5055

スナック生仕多 スナック 西2南7　第三グリーンビル1F 2-3523

飯酒家 七重 居酒屋 西5南5 2-3423

なよろ温泉サンピラー レストラン 日進 2-2131

North Life Café スナック 西2南5 070-4109-8931

スナック英 スナック 西3南5 3-9069

Ｈｏｎｅｙ U スナック 西4南4  丸八ビル1F 3-1650

パブ バレンティノ スナック 西4南5  泰平ビル3F 3-7141

西洋居酒屋びすとろ 居酒屋 西4南4  丸八ビル1F 2-0080

風連正麺（本店） ラーメン 風連町東風連2982 01655-3-3306

福鶴亭 日本料理 西5南4 3-2323

ﾊﾟﾌﾞｽﾅｯｸ ペンギン村 スナック 西3南5 2-2098

４ｓｅａｓｏｎ スナック 西4南5 3-4564

BROS スナック 西4南4 3-0763

そば処 紅花 定食 西4南4 3-3553

ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝペリカン レストラン 西4南8  西條名寄店内 3-5151

創作dining 墨 居酒屋 西4南5 8-7988

ｶﾚｰ&ﾊﾟｽﾀ北緯４５° カレー･パスタ 西4南5 3-2690

焼鳥居酒屋 まいど 居酒屋 西3南5 プラザマークス2F 8-7853

スナックマドンナ スナック 西3南5  サンビル1F 3-1312

三星食堂 定食 大通南6 2-3535

ミスタードーナツ ドーナツ 西4南8  西條名寄店内 3-5151

モスバーガー名寄店 ハンバーガー 徳田89-1 3-6464

もっきり屋 居酒屋 西3南5 2-3345

そば切り もり川イオン店 そば 徳田80　イオン名寄店1F 9-6300

スナックもんぷち スナック 西2南7 3-0730

焼肉亭 焼肉 西2南8 3-9482

居食処 弥生 居酒屋 西3南6 3-6267

居酒屋 夢 居酒屋 西4南4 090-1388-9190

よしなり うなぎ 西1南6 3-4110

BAR RALEIGH バー 西4南5 090-9431-1968

ロッテリア ハンバーガー 西4南8  西條名寄店内 3-5151



居酒屋 炉ばた 居酒屋 西1南8 2-3558


