地図No.12

山沢仕出し店
法要料理やお集まり事のお弁当やオードブ
ルを承っております。少数からのご注文も
ご予算に応じてお作りしております。店頭で
ご注文を受けてから揚げる「仕出し屋の唐
揚げ」も好評販売中。

pickup

TEL.0123-32-3159

●ご法要・お集まり事に使える会館有り
●店頭にて「仕出し屋の唐揚弁当」
600円（税込）〜
●自転車でお越しのお客様用サイクルスタ
ンド有り（odekopit）

住 恵庭市漁町200

営 仕出し10:00-18:00・odekopit11:00-18:00
休 不定休

駐 有り（8台）

※カード利用不可・キャッシュレス有（PayPay）

地図No.13

焼肉 春華
健康を考え、おくつろぎ頂ける店をコンセプ
トにゆとりの空間でおもてなしいたします。
厳選されたお肉を秘伝のタレでお楽しみく
ださい。最大110名様の宴会に対応してい
ますのでお気軽にご相談ください！

pickup
●3,500円コース

【7種類盛り合わせ+アルコール1〜2杯】

●4,000円コース

【7種類盛り合わせ+アルコール3〜4杯】

TEL.0123-33-0271

●4,500円コース

住 恵庭市京町90

【7種類盛り合わせ+120分飲み放題付き】

営 17:00-24:00

カルビ・豚ロース・豚トロ・上ホルモン
牛タン・ジンギスカン・サガリ

休 火曜日

駐 有り（8台）

※カード利用可
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焼鳥ダイニング

地図No.14

BONZO

創業以来、こだわりぬいた
仕込みと炭火焼きが自慢
一度 食べたら癖になる自慢の鶏串をはじ
め、串焼きはお持ち帰りや宅配も可能です。
豊富な洋酒や飲み放題もあり、宴会プラン
には名物料理も。
さわやかなスタッフが皆様のご来店をお待
ちしております。

pickup
〜
●串焼き1人前（3本）390円（税込）
●こだわり洋酒……

TEL.0123-34-8422

380円（税込）〜

住 恵庭市漁町179番地

★通常飲み放題あり（ビール込）

営 17:00-24:00

★宴会コース（飲み放題付）
3,500円（税込）〜

Funk Bar

休 火曜日

駐 有り（6台）

※カード利用可

地図No.24

CHAD

店主厳選のBGMと共に。
飲み始めの一杯、最後の一杯をゆっくり。
豊富な洋酒と本格カクテルをご堪能くださ
い。尚、ノンアルコールやコーヒーなどのカ
フェ的なご利用も歓迎です。

pickup
●チャージ（おつまみ付）……… 600円
●コーヒー・ソフトドリンク …… 400円〜
●ノンアルコールカクテル……… 600円〜
●カクテル ………………………… 700円〜
●ビール ……………………………… 600円〜
●ウイスキー ……………………… 600円〜

TEL.0123-29-6066
住 恵庭市栄恵町32-2
営 22:00-5:00
休 火曜日

※全て税抜価格

駐 無し

※カード利用可
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地図No.16

鳥焼商店
平成 2 3 年に開 業し、地
元の人気店として定着。
和 食 で 磨いた技と経 験
で他と一線を画す焼鳥と
おでんの店。恵庭市内で
唯一、サッポロパーフェク
ト黒ラベルの認定を受け
提供しているお店です。

pickup

TEL.0123-32-4529

●2時間飲み放題付 宴会プラン
4,500円（税込）〜
●おまかせ鳥焼5本盛り合わせ850円
●おまかせおでん盛り合わせ
（一人前3品550円）

恵庭おむすび

住 恵庭市京町9番地

営 17:00-24:00（L.0.23:30）

休 日曜日（翌祝日の場合営業） 駐 有り（6台）

※カード利用可

地図No.17

ゑびす

恵庭産のおいしいお米をじっくり炊き上げ
た、ほかほかおむすび。ひとつひとつ愛情を
こめてお作りしています。

pickup
●自慢の紅さけ
220円
●人気のハスカップ 190円

TEL.070-6603-4102
住 恵庭市黄金中央1-4-1

ほか20種類のおむすびと
からあげ・豚汁・お惣菜
ランチセット 650円〜
お弁当承っております。

営 8:30-16:00（お米無くなり次第終了）
休 水曜日・第1.3木曜日

※カード利用不可
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駐 有り（2台）

すし 創作料理

こんどう家

地図No.18

恵庭駅から徒歩5分！
寿司と本場美唄焼き鳥が愉しめる、オトナの隠れ家。

恵庭駅前通りにこんどう家はあります。恵庭駅から江別恵庭線に向かって伸びる
駅前通りを進むと、ほんのり足元を灯す雰囲気のいいお店が見えてきます。暖簾
をくぐると、そこは元寿司職人が営むうまい寿司と本場の美唄焼き鳥が愉しめ
る、オトナの社交場です。

pickup
店主今藤さんのご実家はなんと本場美唄の焼き鳥屋さん。一本一本丁寧に焼き上
げる、全国7大焼き鳥のひとつ「美唄焼き鳥」の香ばしい香りは、道行く人の魂に
「うまい店はここだよ」と優しく語り掛けます。四季折々の小料理とうまい地酒が
愉しめるこんどう家は、外観からは想像できないほど中は広く、40名様までの貸
切宴会にも対応可能。1次会、2次会、大宴会と利用シーンを選びません。居心地の
いい和空間で、ちょい飲みしてきませんか？
★120分飲み放題＋6品
……………4,400円コース
★120分飲み放題＋7品
……………4,850円コース
★120分飲み放題＋8品
……………5,500円コース

要3日前予約/2名様~/18時スタートからご予約いただけます。

TEL.0123-35-1633
住 恵庭市緑町1丁目7-16

営 月〜木17:30-23:00・金土17:30-24:00
休 日曜日

駐 有り（2台）

※カード利用不可

………………………………………………………………………………………………………………………

【これは使いたい!!】旬のおつまみ1品サービス!!
他券併用不可/お一人様1回限り/ご飲食された方対象（クーポンのみ利用は出来ません）
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有効期限/2021年1月末日まで

隠れ酒BAR

秘境屋

地図No.19

恵庭駅から徒歩7分！住宅街の中にひっそりとある、
ぬくもり感じる隠れ家創作居酒屋♪

恵庭駅から徒歩約7分の所にある、住宅街にひっそりと佇む「隠れ酒BAR 秘境
屋」玄関までストーブであたためる心遣いに、店長の優しい人柄がにじみ出ま
す。思わず長居してしまう居心地の良い店内はぬくもり感じる和モダン空間にま
とめられ、年代性別問わずどなたでも幅広くご利用いただけます。

pickup
外はカリっと、中はふっくらジューシー♪それでいてピリッとスパイスの香りが鼻をくすぐる秘
境屋特製「秘境チキン」は、レモンサワーとの相性バッチリ!!
★隠し味に自家製出汁をあしらった、ほろっほろな「牛すじ大根」は、一度つまみ始めると止
まりません!!
★女性人気No.1の「自家製つくね」には、しその葉＋荒く砕いたナンコツがちょどいいアクセ
ントに♪めんたいマヨ、おろしチーズなどなど、選んで楽しいアレンジメニューも豊富です!!

【コース】120分67種飲み放題付き!
4,000円コース（７〜８品）
【単 品】
120分飲み放題 1,890円
ソフトドリンク飲み放題 860円
※コースは2日前までに要予約。
4名様から承ります。

TEL.0123-39-5699
住 恵庭市緑町2丁目8-9
営 18:00-24:00
休 月曜日

駐 無し

※カード利用可

………………………………………………………………………………………………………………………

【超オトク!!】えにぽ持参でフライドポテト食べ放題！！

◆1組様1回限り/他券併用不可/3名様からご利用いただけます。/ご飲食された方対象（クーポンのみの利用は出来ません） 有効期限/お店がある限り
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焼肉レストラン

味覚館

地図No.20

50名様まで利用可能な「堀ごたつ席」を新設致しましたので
ごゆっくりおくつろぎ下さい！

ご家族やグループでご来店された時にはセットメニューがオススメです！
当店イチオシ「得々ディナーセット」4〜6名様用５８００円（税別）
お肉・野菜・シーフードとバランスのとれた盛り合わせです。
人数やご予算に合わせたプランも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。

pickup
●飲み放題プラン（120分）
平日 お一人様７８０円（税別）
土・日・祝・祝前日 お一人様９８０円（税別）

※プラス３００円でビールをプレミアムモルツに変更できます。
※お通し代としてお一人様別途300円（税別）を頂戴いたします。

TEL.0123-34-2039
住 恵庭市泉町60番地
営 17:00-24:00
休 火曜日

駐 有り（12台）

※カード利用可

………………………………………………………………………………………………………………………

お会計より 1組様 1,000円引き
有効期限/2020年3月15日まで
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地図No.21

つぼ八 恵庭駅前通り店
旬の素材が盛りだくさん！
つぼ八の宴会。
当店は全室個室、掘りごたつでTV付きの席
も御座います。宴会はご予算に応じて承り
ます。お気軽にご相談ください。また、1組
様合計金額5,000円以上ご飲食されますと
4 0 0 円お 客 様 負 担にて恵 庭 市 内の 代 行
サービスを実施しています。

pickup

TEL.0123-32-6205

★120分飲み放題

住 恵庭市泉町60番地 メゾン丸恵1F

月〜木・990円（税別）

営 日〜木17:00-24:00/金・土17:00-翌1:00

金土日/祝前・1,290円（税別）

休 12月31日・1月1日 駐 有り（20台）

※カード利用可
………………………………………………………………………………………………………………………

お会計より １組様 500円引き
有効期限/2020年3月15日まで

地図No.45

つぼ八 恵み野店
旬の素材が盛りだくさん！
つぼ八の宴会。
当店は全室個室、掘りごたつでTV付きの席
も御座います。宴会はご予算に応じて承り
ます。お気軽にご相談ください。また、1組
様合計金額5,000円以上ご飲食されますと
4 0 0 円お 客 様 負 担にて恵 庭 市 内の 代 行
サービスを実施しています。

pickup

TEL.0123-37-1510

★120分飲み放題

住 恵庭市恵み野西2丁目2番14

月〜木・990円（税別）

営 日〜木17:00-24:00/金・土17:00-翌1:00

金土日/祝前・1,290円（税別）

休 12月31日・1月1日 駐 有り（20台）

※カード利用可
………………………………………………………………………………………………………………………

お会計より １組様 500円引き
有効期限/2020年3月15日まで
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おばんざい

地図No.22

とみ

家庭料理を中心に
おふくろの味を堪能できるお店です。
魚の煮付け、お煮染めなどの料理に舌鼓を
打ちながらゆっくりと会話が楽しめます 。

pickup

TEL.090-9753-2293

●宴会セット（3名様より）
男性

住 恵庭市栄恵町29番地

4,000円 女性 3,500円

営 16:00-22:00

休 日曜日・月曜日

※飲み放題・お食事付き

※カード利用不可

駐 無し

地図No.23

Oasis
笑顔溢れるアットホームな雰囲気で
気軽に飲めるお店です。
お一人で飲むもよし、仲間とワイワイするも
よし。新しい出会いを求めて扉を開けてみて
ください。
一緒に働いてくれるスタッフも募集していま
すのでお気軽にお問い合わせください。

pickup

★飲み放題（2時間）
お一人様

TEL.0123-32-8006

3,000円

住 恵庭市栄恵町29番地

※スタッフドリンク込み

営 20:30-ラスト

※生ビール込みは500円UP

休 不定休

駐 無し

※カード利用可
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ファミリー居酒屋

刺身一番

地図No.25

大人数でのご宴会も承ります！
グループや職場でのご宴会。最大１００名様
までご利用できます！
人数やご予算お気軽にご相談下さい。
もちろんお一人様でのご来店も大歓迎です。

pickup
★２時間飲み放題プラン

TEL.0123-33-3438

・料理７品・生ビールコース
お一人様 4,250円

住 恵庭市栄恵町109 サカエビル2F
営 17:00-23:00

・料理７品・生搾りコース
お一人様 3,750円

Perruche

休 日曜日

駐 有り（5台）

※カード利用不可

地図No.26

ペルーシェ

昨年９月にオープンした
新しいお店です。
お一人様でも仲間同士でも、お気軽にご来
店ください。
皆様のご来店お待ちしております。
飲み放題（２名様より）１時間 2,000 円
※以降30分毎（自動延長）1,000 円

pickup
●チャーム 1,000円
●焼酎 3,000円〜 ●ウイスキー4,000円〜
●ビール 700円 ●サワー700円
●ハイボール 700円
●ソフトドリンク500円

TEL.0123-25-3687
住 恵庭市栄恵町27・2F
営 21:00-ラスト
休 日曜日

（コーラ・オレンジ・リンゴ・カルピス・お茶）

駐 無し

※カード利用可
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居酒屋

NEBOKE

地図No.27

【料理もコスパも◎】
お一人様も39名様までの大型宴会も★NEBOKEにお任せください！

清潔感溢れる「居酒屋NEBOKE」は、どなた様でも肩ひじ張らずに楽しめる話題
の大衆居酒屋です。仕事帰りにお仲間と、たまにはみんなで女子会も。活気溢れ
る空間はそこにいるだけで心躍ります♪東京銀座の職人だった大将が繰り出す”絶
品なのにリーズナブル”な逸品に舌鼓を打ちながら、心よりお寛ぎください。

pickup
確かな目利きで札幌市場と苫小牧市場から仕入れられた食材の数々は、大将
の職人技で四季折々の逸品に姿を変えます。看板メニューの「よだれ鶏」は、
揚げた鶏肉に飴のようになるまで煮詰めた砂糖醤油が絡んだリピーター続出
の一品！長崎の海で育てられた「生サバ」は、餌にハーブを配合。鯖好きには
たまらない絶品に仕上がっております！ぜひご賞味ください！
【ご宴会コース】
●63種飲み放題付き3800円コース！
●63種飲み放題付き4800円コース！！
●63種飲み放題付き5800円コース！！！
詳細はお問い合わせください。

※内容は仕入れ状況によって変動いたします。
※宴会コースにはビール飲み放題が含まれています。

TEL.0123-33-4038
住 恵庭市栄恵町34

営 11:30-L.O.14:00（月〜金限定）
・17:00-25:00

休 原則日曜日（変動いたしますのでお問合せください） 駐 有り（3台）

※カード利用可
…………

………………………………………………………………………………………………………………………

1週間前のコースご予約でお一人様500円引き！！
◆１グループ使用可能・他割引サービスとの併用不可
有効期限/2020年12月末日まで
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11名様以上のご利用で幹事様無料！！
◆１グループ使用可能・他割引サービスとの併用不可
有効期限/2020年12月末日まで

鉄板焼ダイニング

地図No.28

さわしん

道産小麦が味の決め手！
道産小麦と秘伝の出汁が利いたお好み焼き
ともんじゃ焼き。
数種類のソースをブレンドした焼きそばをぜ
ひご賞味ください！

pickup

さわしんオススメメニュー

道産小麦のお好み焼き・もんじゃ焼き

TEL.0123-32-6650

道産豚ホルモン等

営 19:00-翌3:30・金土19:00-翌5:30

住 恵庭市栄恵町27番地

焼きそば・十勝牛もも（ランプ）ステーキ

休 不定休

仔牛の牛タンもオススメです！

スナック

駐 無し

※カード利用可

地図No.29

羽純

落ち着いた雰囲気の中で
おくつろぎください。
30名様収容のボックス席有り。
店内最大50名様程度収容可能です。
おひとり様でのご来店も大歓迎！

pickup
●90分飲み放題

5名様より………

3,000円

ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク・サワー
※スタッフドリンク別
カラオケ付き

●90分飲み放題

5名様より………

TEL.0123-32-3050

住 恵庭市栄恵町108番地 おがたビル2F

3,500円

営 19:00-翌1:00

ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク・サワー
ビール・日本酒・カクテル ※スタッフドリンク込み

休 日曜日

駐 無し

※カード利用不可
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地図No.30

栄恵町 ふじや食堂
1963年創業。開店して60余年の老舗ラー
メン店です。ラーメン以外にも、生ラムジン
ギスカンや四川料理をご用意。
老若男女問わず市民の皆様に親しまれるお
店を目指しております！

pickup

TEL.0123-33-3052

●90分飲み放題
（エクストラコールド込み）1,500円

住 恵庭市栄恵町49

●貸切宴会要相談（10名様以上〜）

営 月〜木18:00-23:30/金・土18:00-25:30

●料理付宴会3,500円〜

休 日曜日

駐 有り（2台）

８名様以上の宴会予約で

お一人様無料

◆1組1回1枚限り◆他券・他サービス併用不可
有効期限/2020年11月末日まで

…………

※カード利用不可
………………………………………………………………………………………………………………………
４名様以上飲み放題予約で「おつまみ」無料
◆1組1回1枚限り◆他券・他サービス併用不可
有効期限/2020年11月末日まで

地図No.31

PUB FREEDOM
二次会 大歓迎！ 最新カラオケ完備！
40名様以上収容のキレイな店舗でゆったり
とくつろげます。

pickup

TEL.0123-34-7774

●60分飲み放題
（フリージングハイボール他）3,000円
※アサヒエクストラコールド付は
プラス500円
※カラオケ歌い放題！

住 恵庭市栄恵町47番地 藤田ビル2F

営 平日21:00-ラスト/金・土20:00-ラスト
休 日曜日

駐 無し

※カード利用可
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