あさひかわ 冬 旅 クー ポン

クーポン対 象のお店一覧
vol.1

肉

炭火ホルモン きくち家

ボリューム満点で若い人におすすめ

旭川市４条通６丁目１−１３２

旭川成吉思汗大黒屋

旭川の老舗ジンギスカン

旭川市４条通５丁目1425番地 3・4 仲通

旭川成吉思汗 ひつじ家

繁華街中心にあるジンギスカン

旭川市３条通６丁目 ヨシタケユニオンビル1F

大雪地ビール館

ジンギスカンと様々な地ビールが楽しめる

旭川市宮下通１１丁目１６０４−１

焼鳥専門 ぎんねこ

新子焼きの看板店

旭川市５条通７丁目5・7小路ふらりーと

あさひ川井泉 ２条店

お箸で切れる ジューシーで柔らかいとんかつが味わえる

旭川市2条7丁目

七輪焼肉 西萬

アットホームな雰囲気で楽しむお気軽焼き肉

旭川市３条通１５丁目８１９−３ ニチエイビル1F

炭焼あぶりや 一期一会

醤油ホルモンが美味しい居酒屋

旭川市３条通６丁目 アークヒルズビル ４階

居酒屋

焼鳥倶楽部 ふとっぱらや

新子焼きがおすすめの居酒屋

旭川市３条通６丁目 アークヒルズビル B1F

居酒屋ちょうちん旭川

北海道の旬が味わえる

旭川市４条通６丁目右１０号

炉端のユーカラ

炉端で提供する新鮮な素材をご賞味あれ

旭川市４条通７丁目

新和食 町家

馴染み深い昔ながらの味を大切にした創作和食のお店

旭川市３条通７丁目５２１−１ 1F

炉端 町家

素材本来の旨味を味わう炉端家

旭川市３条通６丁目左４号 アークヒルズ1F

海の幸 山の幸 たいせつの空

道産食材の刺身・野菜・肉をふんだんに使用した海鮮居酒屋

旭川市2条通6丁目昭和通68-1エンドレス2.6地下1階

居酒屋 獅子豆

北海道を丸かじり！旬の美味を楽しむ居酒屋

旭川市４条通８丁目 アピスビルB1

80年続く老舗ちゃんこ鍋店

旭川市１条通３丁目

小西鮨

全国の旬魚を楽しめる寿司屋

旭川市３条通６丁目右６号ビルA 1F

旭川 お城の鯉寿司

お城の外観が目印。寿司・和食でおもてなし

旭川市忠和６条７丁目１−１７

二幸 本店

旬の鮮魚を一番美味しい調理法でおもてなし

旭川市３条通７丁目

オステリアキャニオンベース

地元食材を味わえるカジュアルイタリアン

旭川市５条通８丁目１２５３番地３

レストラン エスペリオ

農場から届けられる新鮮な食材を使ったファーマーズレストラン

旭川市東旭川町上兵村240-8

ラーメン すがわら 本店

人気は塩ラーメン

旭川市７条通７丁目右３２ 七福ビル １Ｆ

旭川 三平 本店

人気は激辛味噌

旭川市１条通７丁目左1 エンドレス17 1階

らーめんや天金 ４条店

人気はしょうゆラーメン

旭川市４条通９丁目１７０４−３１

らーめん 橙ヤ 旭川本店

人気はオリジナルの橙みそ

旭川市東旭川南１条１丁目2-2

らーめん橙ヤ 末広店

人気はオリジナルの橙みそ

旭川市末広４条１２丁目７−９

らーめん橙ヤ 東光店

人気はオリジナルの橙みそ

旭川市東光６条１丁目３−８

旭川ラーメン さいじょう 本店

人気は伝説の塩ラーメン

旭川市春光１条８丁目２−１８

職人の腕が光る居酒屋

鍋

北の富士 櫻屋
海鮮

イタリアン

ラーメン

元祖旭川らーめん 一蔵 旭川本店 人気は鮭ぶしラーメン

旭川市3条通7丁目山田ビル1階

そば・うどん

立ち喰いそば屋 天勇

ゲソ丼発祥のお店！そばと一緒に召し上がれ

旭川市５条通７丁目１１８７−７

蕎麦処 そば扇

文豪にも愛された蕎麦料理と和食のお店

旭川市高砂台３丁目８−３

おかだ紅雪邸

国の文化財「旧岡田邸」活用の日本料理のお店

旭川市５条通１６丁目
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クーポン対 象のお店一覧

vol.2

酒・カクテル

中心部で角打ちのある酒屋

旭川市５条通７丁目１１８７−７

-Freehouse- THE YEAST

オリジナルクラフトビアバー

旭川市６条通８丁目３７−５

BARランプのあかり

フルーツカクテルが人気のバー

旭川市３条通６丁目右10号 カワイビルB1F

Bar BROWN

旭川市唯一ホテルの最上階で夜景が楽しめるバー

旭川市１条通７丁目 プレミアホテルCABIN旭川14F

レストランバーチャップリン

地元民でいつも賑わうレストランバー

旭川市２条通７丁目244-1

大雪地ビール館

ジンギスカンと様々な地ビールが楽しめる

旭川市宮下通１１丁目１６０４−１

machibar

自家製サングリアがイチオシ！

旭川市2条通8丁目 買物公園通り

ワインをカジュアルに楽しむ本格フレンチのお店

旭川市３条通７丁目 bieLU（ビエル）
ビル 1F

農珈屋本店 no-ca-ya

旭山動物園にほど近い農家直営のカレーとカフェ

旭川市４旭川市東旭川町上兵村３８４

福吉カフェ 旭川本店

歴史建築物を改築した雰囲気のあるカフェ

旭川市常盤通２丁目１９７０−１

珈々豆屋 旭川駅前店

旭川の老舗コーヒー豆焙煎店の直営カフェ

旭川市宮下通８丁目１９６２−１ ホテルルートインGrand旭川駅前1F

壺屋き花の杜

カフェ併設の菓子工場

旭川市南６条通１９丁目

壺屋 なゝ花窓館

ななかまどの街・旭川を感じるお菓子のお店

旭川市忠和５条６丁目５−３

壺屋 ときの杜

ときの杜限定！新感覚ティースイーツはいかが？

旭川市１条通８丁目187-1 ツルハ旭川中央ビル1F

The Sun蔵人 本店

石蔵造りのお菓子屋さん

旭川市神楽岡８条１丁目１

北かり 旭川本店

道産食材で使ったスイーツが魅力的！

旭川市永山３条４丁目１−５

北きた 東旭川店

旭川のお菓子がよりどりみどり！

旭川市東旭川南1条6丁目5-13

ロテル・ド・北倶楽部 本店

気品ある和洋豊富なスイーツでおもてなし

旭川市上常盤町１丁目

珈琲亭ちろる

三浦綾子 代表作「氷点」にも登場する喫茶店

旭川市3条通8丁目左7（3・4仲通）

GARDEN CAFE ソライロ

その日の空をゆっくり楽しむビルの最上階にあるカフェ

旭川市1条通6丁目クリスタルビル7F

MORIHICO RENGA1909

レンガ倉庫をリノベーションしたレトロなカフェ

旭川市宮下通11丁目1398-2

Chirai-チライ- Restaurant Café

豊かな自然に囲まれ、木の温もりがあるフレンチレストラン

旭川市江丹別町中央121番1号

旭川 お城の鯉寿司

お城の外観が目印。寿司・和食でおもてなし

旭川市忠和６条７丁目１−１７

大雪地ビール館

ジンギスカンと様々な地ビールが楽しめる

旭川市宮下通１１丁目１６０４−１

おかだ紅雪邸

国の文化財「旧岡田邸」活用の日本料理のお店

旭川市５条通１６丁目

北海道スカイテラスMINORI

アートホテル最上階にある絶景ビュッフェレストラン

旭川市７条通６丁目 アートホテル旭川15F

花月会館

110年の歴史ある老舗料亭の伝統を引き継いだお店

旭川市３条通７丁目左８

蕎麦処 そば扇

文豪にも愛された蕎麦料理と和食のお店

旭川市高砂台３丁目８−３

和酒角打 うえ田舎

マチバル

ビストロわいん家
カフェ・スイーツ

団体利用もOK

Japanese & Modern Chines 嵐山 道産食材で楽しむ日本料理と新感覚中華「モダンチャイニーズ」 旭川市7条通6丁目 アートホテル旭川1F
体験ほか

高砂明治酒造直売店

酒蔵見学も可能（予約制）

旭川市宮下通１７丁目右1号

男山酒造り資料舘

酒づくり資料舘見学も可能（自由）

旭川市永山2条7丁目1番33号

フィールドオブドリームス

自然の中カヌーを体感

旭川市高砂台3丁目2-25

川村カ子トアイヌ記念館

アイヌの文化を学び、体験ができる

旭川市北門町11丁目

クラークホースガーデン

乗馬体験ができる

旭川市東旭川町１６０−４

クラフト館

木工クラフト販売

旭川市豊岡１３条５丁目４−４

アサヒカワライド

登山用品ほかレンタル

旭川市６条通７丁目３１−１０

富士商会

レンタサイクル

旭川市５条通8丁目右4号

ミチヒト

帆布でのバッグ作りほか

旭川市８条通８丁目４１−８ エコアースビル １階

銀座サウナ

サウナ好きが作った！サウナ＆サ飯のお店

旭川市3条通14丁目678番地4 旭川銀座通り商店街

日本醤油工業

伝統の味を守り抜く旭川最古の醤油製造所

旭川市曙１条１丁目

あさひかわラーメン村

旭川市内の有名ラーメン店が集結！

旭川市永山11条4丁目119-48

旭川はれて

道北の食・文化の魅力が詰まったコミュニケーション型商業施設 旭川市平和通買物公園5条通8丁目

複合施設

