
「たきかわ泊まってエール！」キャンペーン　クーポン券取扱店舗一覧

 ※令和２年９月25日版

※営業時間・定休日等は各施設へお問合せください

カテゴリー 店名 電話番号 備考

1 宿泊施設 えべおつ温泉 0125-75-2555

2 宿泊施設 寿屋旅館 0125-22-3058

3 宿泊施設 滝川ふれ愛の里・滝川キャンプサイト 0125-26-2000

4 宿泊施設 ホテル おい川 0125-23-2220

5 宿泊施設 ホテル スエヒロ 0125-22-1311

6 宿泊施設 ホテル 三浦華園 0125-22-2101

7 宿泊施設 ワークマンハウス滝川 0120-809-009

8 製菓店 おかしのやまき 0125-23-2626

9 製菓店 おかだ菓子舗 0125-24-6711

10 製菓店 花月堂 松尾製菓 0125-22-3162

11 製菓店 野上菓子舗 0120-864-622

12 パン・菓子等 サルタセカンド 0125-24-0219

13 パン・菓子等
天然酵母パン

Panettone（パネトーネ）
0125-22-7100

14 土産等 JAたきかわ 菜の花館 0125-74-5510

15 土産等 道の駅たきかわ 0125-26-5500

16 酒店 岡部商店 0125-22-2745

17 酒店 地酒屋 小林酒店 0125-23-2649

18 精肉店
小林精肉店 本店

小林精肉店 支店

0125-75-2506

0125-75-2058
タレ付きジンギスカン販売

19 鮮魚店 海鮮工房 やまだ 0125-23-1620

20 観光施設 滝川市B＆G海洋センター 0125-23-4194 カヌー体験

21 観光施設 たきかわスカイパーク 0125-24-3255 グライダー搭乗体験

22 観光施設 パークフィールド７２ 080-9000-4808 パークゴルフ場

23 飲食店 ageha（あげは） 0125-22-3908 スナック・バー

24 飲食店 味処 鮨の東龍 0125-24-1717 鮨

25 飲食店 味のアカザワ 0125-23-2415 食事

26 飲食店 居酒屋 味泉 0125-23-3014 居酒屋

27 飲食店 居酒屋 魚一 0125-22-0708 居酒屋

28 飲食店 居酒屋 かもめうどん 0125-23-4100 居酒屋

29 飲食店 IZAKAYA すぱいす 0125-23-8155 居酒屋

30 飲食店 お食事処 味のなかた 0125-23-3805 食事

31 飲食店 華れん 0125-22-7711 スナック・バー

32 飲食店  郷土料理 おかむら 0125-23-6010 居酒屋

33 飲食店 cozy 花ゆら 0125-23-5197 スナック・バー

34 飲食店 しげ寿司 0125-22-3997 鮨

35 飲食店 食事処 髙田屋 0125-23-2036 食事

36 飲食店 スナック ヴァンタレーム 0125-23-2615 スナック・バー

37 飲食店 スナック ジャパン 0125-24-6648 スナック・バー

38 飲食店 スナック 遙 0125-22-2978 スナック・バー

＜裏面あり＞



カテゴリー 店名 電話番号 備考

39 飲食店 炭火焼肉 御用 0125-74-7719 焼肉等

40 飲食店 創作酒房 芯 0125-74-6858 居酒屋

41 飲食店 そば処 大谷家 0125-24-7171 そば、定食

42 飲食店 そば嘉 0125-22-2162 そば

43 飲食店 チャイニーズレストラン 悟空軒 0125-22-1857 食事

44 飲食店 大判焼きのなかむらや 0125-23-5207 おやき、クレープ、ソフトクリーム等

45 飲食店 日本料理 笑福園 0125-23-2828 食事

46 飲食店 バー・ブラジル 0125-23-2673 スナック・バー

47 飲食店 ファミリーレストラン 兎々路（トトロ） 0125-22-7477 食事

48 飲食店 ふく鳥 0125-23-2815 焼肉等

49 飲食店 ブラッスリー 楽や 0125-23-2333 居酒屋

50 飲食店 Bon Vivant（ボン・ビヴァン） 0125-24-3825 レストラン

51 飲食店 松尾ジンギスカン本店 0125-22-2989 ジンギスカン

52 飲食店 ミュージックセラー フォルテシモ 0125-22-2772 スナック・バー

53 飲食店 焼肉二代目 うしだ家 0125-23-5558 焼肉等

54 飲食店 焼肉の金剛園 0125-23-0888 焼肉等

55 飲食店 焼肉プラザ 清香園 0125-22-3943 焼肉等

56 飲食店 山どり 0125-24-8000 焼肉等

57 飲食店 らーめん ななし 0125-74-7009 ラーメン

58 飲食店 拉麺 美名味 0125-23-6882 ラーメン

59 飲食店 La Pecora（ラ・ペコラ） 0125-24-7856 イタリアンレストラン

60 飲食店 ラウンジ 槲（かしわ） 0125-24-2323 スナック・バー

61 飲食店 ラウンジ・シルク 0125-22-7742 スナック・バー

62 飲食店 Room in ぴあす 0125-23-6999 スナック・バー

63 タクシー 三和ハイヤー 0125-24-6333

64 タクシー ふじ観光 0125-23-6000

65 タクシー 北星交通 0125-23-4649

66 タクシー 三星 0125-53-3457

67 革製品等 WILD HEART（ワイルドハート） 0125-24-3113


