浪花

亀すし

地図No.32

接待お祝いデートも可！
本格握り寿司がお手頃価格で楽しめる、創業35年目老舗寿司屋

｢利用シーンを選ばない」と評判の「浪花 亀すし」は、創業35年を迎える栄恵町
内唯一のお寿司屋さんです。恵庭駅から徒歩8分とアクセスも抜群！敷居が高い
イメージがある握り寿司ですが、亀すしでは驚きの900円から1人前（竹）が注文
可能！「ちょい飲みセット」はお仕事帰りに利用必須！！

pickup
大阪で修行し、恵庭で店をかまえた大将。札幌市場から鮮度抜群な旬のネタを仕
入れ、旨味を最大限引き出す職人の技で握られた寿司は絶品です。一番人気の松
コース（1600円）では、マグロ、いくら、そして秘伝の甘酢を使った至極の自家製
〆サバなどが堪能できお腹も心も大満足間違いなし！お座敷には椅子も完備され
ているため足腰に自信がない方でも安心してお楽しみいただけるうえ、宴会コース
では本格握り寿司が楽しめると大人気です！
ご宴会コースはお任せください!!
【120分飲み放題付き！】
お寿司屋さんの宴会コース 4,000円〜
さらに事前予約で昼宴会も可能！
※仕入れによって料理は変わります。
※3日前予約/4名様〜/イスあり

TEL.0123-33-3340
住 恵庭市栄恵町46
営 17:00-25:00

休 不定休（お問い合わせください）

駐 無し

※カード利用不可

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

【オトク過ぎる！！】お好きな握り寿司4貫＋お通し＋お好きなドリンク 有効期限/2020年5月末日まで
全部まとめてびっくり1000円ちょいのみセット☆ ※平日限定/18時まで利用可能/ネタは仕入れ状況によって変動します
お選びいただけるネタには範囲がございます。
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地図No.33

BAR EIGHT 恵庭店
恵庭でバーといえばBAR EIGHT！
極上の空間とおいしいお酒をお愉しみいただけます。
大人の雰囲気漂う店内は、バックバー目の
前のカウンター席7席にボックス席まで 備
えた使い勝手のいい空間になっています。
お一人でもデートでも、EIGHTの艶ある雰
囲気はどんなシーンにもぴったりです。

pickup

TEL.0123-31-0054

●35種類以上の梅酒＆果実酒&
ノンアル充実で飲めない方も安心！
●サーバーJACK激炭酸ハイ・ボール
●北海道では珍しいダーツマシンGALAXY3
●駄菓子食べ放題
●レディースプランあり

住 恵庭市栄恵町50番地 MYビル2F

営 平日21:00-5:00・休日、休前日20:30-5:00
休 日曜日（日曜祝祭、お盆年末年始は営業） 駐 無し

※カード利用可（6月まで5％還元!!）
………………………………………………………………………………………………………………………

ご新規様限定!!

500円OFF!!

◆QRコードを読み取り、表示されるクーポンをスタッフにお見せください。

有効期限/2020年5月末日まで

BAR EIGHT 千歳店
千歳でバーといえばBAR EIGHT！
極上の空間とおいしいお酒をお愉しみいただけます。
大人の雰囲気漂う店内は、バックバー目の
前のカウンター席4席にボックス席まで 備
えた使い勝手のいい空間になっています。
お一人でもデートでも、EIGHTの艶ある雰
囲気はどんなシーンにもぴったりです。

pickup

TEL.090-1917-3370

●35種類以上の梅酒＆果実酒&
ノンアル充実で飲めない方も安心！
●サーバーJACK激炭酸ハイ・ボール
●千歳店はVDarts完備
●駄菓子食べ放題
●レディースプランあり

住 千歳市清水町2丁目19-3 紬ビル１F

営 平日21:00-5:00・休日、休前日20:30-5:00
休 日曜日（日曜祝祭、お盆年末年始は営業） 駐 無し

※カード利用可（6月まで5％還元!!）
………………………………………………………………………………………………………………………

ご新規様限定!!

500円OFF!!

◆QRコードを読み取り、表示されるクーポンをスタッフにお見せください。
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有効期限/2020年5月末日まで

Precious Stone

地図No.34

プレシャスストーン

席数34・大型スクリーンで
カラオケができます！

団体様の貸切も行っております。
人数・ご予算等お気軽にご相談ください。
スタッフ急募
詳細はお電話にて TEL.0123-32-0090

pickup

TEL.0123-32-0090

●90分飲み放題 ５名様より

住 恵庭市栄恵町50番地

（生ビール込み）3,500円

営 20:00-1:00
休 日曜日

※カラオケ歌い放題付

駐 無し

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

1名様から団体様まで

お1人様 500円引き

有効期限/2020年5月末日まで

club

C LEO

地図No.35

クラブ シーレオ

お一人様でも仲間同士でも
気軽に飲めるお店です。
ママの気分次第!? で時々飲めるレア物の日
本酒やオススメのカシスリキュールや北海
道産ヨーグルトのお酒も人気です！

TEL.0123-34-1200

pickup

住 恵庭市栄恵町50 MYビル1F

★飲み放題 90分

営 20:00-24:00

3,500円〜

休 日曜日

生ビール・カラオケ込み

駐 無し

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

15名様以上のご予約で

１名様（幹事様）無料

有効期限/2020年4月末日まで
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パブハウス

地図No.36

NUKI

最大50名様まで宴会可能です！
大人数でも宴会可能なお店です。人数・料
理・料金につきましてはご相談に応じます。
●飲み放題プラン（90分・3名様より）
【男性】3,000円
【女性】2,500円
※生ビール・カラオケ込みの金額です。
★もちろんお一人様でのご来店も大歓迎！

pickup
おすすめフードメニュー
●NUKI 名物ナポリタン 600 円（税別）
●チャーハン ……………… 600 円（税別）
●焼きそば ………………… 600 円（税別）
●フライドポテト ………… 500 円（税別）
●たまご焼き ……………… 500 円（税別）

創作しゃぶしゃぶ

Dahlia

TEL.0123-33-2971
住 恵庭市栄恵町94
営 17:00-ラスト
休 不定休

駐 無し

※カード利用不可・キャッシュレス有（PayPay）

地図No.37

ダリア

オシャレな店内でごゆっくりと
お楽しみいただけます。
焼肉も楽しめる焼肉コースと2種類のお出
汁を選 んで 楽しめる二 層鍋のコースがあ
り、10種類のつけダレをご自由に組み合わ
せて「創作」を楽しめます。
ラーメンもご用意しております。飲んだ後の
しめにいかがですか？

pickup

TEL.0123-25-3997
住 恵庭市栄恵町64番地

宴 会 は 最 大 5 0 名 様 のご 利 用 が 可 能と
なっており、ご家族でのご利用や会社で
のご利用が多く、幅広いご満足をいただ
いております。

営 17:00-翌3:00（L.O.翌1:30）
休 不定休・年末年始

※カード利用可
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駐 無し

bar gravity

地図No.38

バー グラヴィティ

豊富な品揃えの中から自分にあった最高のお酒を

2005年よりオープン。季節のフルーツを使ったカクテルや600種類以上のウイ
スキーコレクション。中には80年代のオールドボトルも数多く並んでいます。店
内は現在入手困難なウイスキーのノベルティや1,000本以上あるミニチュアボト
ルに囲まれ、徹底したこだわりと落ち着いた雰囲気で至福の時間を味わえます。

pickup
●テーブルチャージ ………………
●カクテル ……………………………
●ウイスキー ………………………
●ビール ………………………………

1,300円
700円〜
700円〜
700円〜

★座席数20席 ★人数により貸し切り可能

TEL.0123-33-9993
住 恵庭市栄恵町66番地 RSビル2F
営 20:00-翌2:00
休 日・祝日

駐 無し

※カード利用可・キャッシュレス可
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漁川

地図No.39

恵庭の魚が美味しいスーパー「うおはん」が営業するお店です。
新鮮な海産物を中心とし、美味しい料理が盛り沢山。カウンター席や掘りごたつ
席で友人や家族と、また宴会は１２０席までご用意が可能です。
是非一度ご来店ください。

pickup

月曜日と火曜日は生ビールが２００円！！
鮮度抜群のお刺身と旬の食材をつかった料理とともに、
ゆったりとお楽しみください。

TEL.0123-32-5000
住 恵庭市栄恵町63番地

営 16:00-22:30（ラストオーダー）
休 水曜日

駐 有り（25台）

※カード利用可
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居酒屋

小ばちゃん 栄恵町本店

地図No.40

創業以来「旬の魚と地酒と愛嬌」をコンセプトに新鮮魚介を中心に料理人の本格
料理と全国各地の地酒・本格焼酎をご用意しております。また、元気あるスタッフ
の愛嬌でおもてなしいたします。

pickup
●ご宴会案内（2時間飲み放題付き）

4,500円・5,000円・6,000円コース（税込）有り
※カウンター席もございますのでお気軽にどうぞ。

TEL.0123-34-4666
住 恵庭市栄恵町79番地

営 17:00-24:00（L.O.23:30）

休 日曜日（月曜祝日の場合、日曜営業の場合有り） 駐 有り（7台）

※カード利用可
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地図No.41

Jikei れすとらん MEGUMINO
広々とした店内でリーズナブルで美味しい
お食事が出来ます。天丼や、しょうが焼き定
食が人気メニューです。
お友達同士やグループでの茶話会などに是
非ご利用下さい！

pickup

TEL.0123-36-2271

●タピオカドリンク（アイス・ホット）２８０円
●ソフトクリーム１８０円 ●ケーキ３３０円
●ケーキセット

住 恵庭市恵み野西5丁目3-1

営 お食事11:00-14:00（L.O）・カフェ11:00-15:30（L.O）

（ケーキ・ホットコーヒーorホット紅茶）４３０円

休 日・祝日

※お食事・ラーメン各種あります。

駐 無し

※カード利用不可

地図No.42

縁び
愛嬌のある女性2人が
おもてなしいたします。
手作りの料理と
こだわりの日本酒が楽しめる
アットホームな居酒屋です。
おひとり様のカウンターも大歓迎です。

pickup

TEL.0123-25-3311

毎日17:00にTwitterを投稿していま
す。お店の予約状況やおすすめが載っ
ているので、フォローして頂けると楽し
めます。
「縁び砂川」で検索してみてく
ださい。

住 恵庭市恵み野西1丁目25-8

営 18:00-24:00（L.O.23:30）

休 日曜日（月曜祝日の場合日曜営業、月曜休み）

駐 有り（公共駐車場帯） ※カード利用可
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地図No.43

珈琲 きゃろっと
スペシャルティコーヒー豆の
専門店です。
焙煎の大会で日本一になった焙煎士が選ん
だコーヒー豆を厳選して販売しています。
コーヒーはどれも同じ」そう思っている方
のご来店をお待ちしております。

pickup
コーヒー豆
740円（税別）
●恵み野ブレンド 100g
●グアテマラ・グアヤボ農園 100g 840円（税別）
テイクアウトドリンク
350円（税別）〜
●ドリップコーヒー
400円（税別）
●カプチーノ

TEL.0123-36-4561
住 恵庭市恵み野西1丁目25-2

営 10:00-18:00・土日祝10:00-17:00

休 水曜日（第2・4木曜日） 駐 有り（公共駐車場帯）

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

テイクアウトドリンク 30円引き

◆１グループ2名まで

有効期限/2020年9月末日まで

居酒屋

小ばちゃん

地図No.44

恵み野店

お寿司屋さんの跡地を改装した落ち着いた
雰囲気で、女性やご家族にもご利用いただ
けるお店です。小ばちゃん料理はもちろん、
恵み野店オリジナル料理をご用意しており
ます。

pickup
●ご宴会案内（2時間飲み放題付き）

TEL.0123-36-2266

4,000円・4,500円・5,000円コース（税込）有り

住 恵庭市恵み野西1丁目23-10

営 17:00-23:30（平日）
・17:00-24:00（金・土）

※人気の選べる飲み放題
（120分・1,480円/税別）+500円で
プレミアム飲み放題（地酒・本格焼酎）

休 月曜日

駐 有り（5台）

※カード利用可
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酒菜肴房

和屋

地図No.46

家族みんなでゆっくりと♪利用シーンを選ばない
全室掘りごたつのカジュアル居酒屋
シックな和モダン空間広がる店内は、使い
勝手抜群！マグロは新鮮な生マグロしか仕
入れないという食材へのこだわりっぷり。う
まい！しか聞かないトンテキはオーダー必
須！鮮魚と逸品をお楽しみください。

pickup

TEL.0123-21-8809

●120分飲み放題 1,500円＋税〜
2,800円飲み放題ではなんと日本酒だけで
60種類以上に！！
●飲み放題付き8品宴会コース4,000円〜8,000円
●各種法事料理もございます。※前日予約/4名様以上

住 恵庭市恵み野西2丁目2-8

営 17:00-L.O.23:00・閉店23:30（金・土/閉店25:00）
休 月曜日

駐 有り（店舗裏手）

…………

※カード利用可・キャッシュレス有（要問合せ）
………………………………………………………………………………………………………………………

【お子様歓迎♪】小学生のお子様までソフトドリンク無料！ 【オトク！】姉妹店イタリア酒場SORAで使える10％割引券プレゼント！
有効期限/2021年1月末日まで

イタリア酒場

宙

有効期限/2021年1月末日まで

地図No.47

-SORA-

キッズルーム完備で親子3世代が集える♪
本格イタリア料理と豊富な洋酒を恵み野で堪能。
70名様まで入れるおしゃれな店内には安心
のキッズルームを完備！食材の産地にこだ
わり、中でも国産うにを使った名物「えびと
ブロッコリーのうにクリームパスタ」は遠方
から来店されるほどの絶品！！

pickup
SORAコース
☆100種以上120分飲み放題 1,500円＋税
☆飲み放題付き前菜〜デザートまで7品 4,500円〜

TEL.0123-36-1234

※前日予約/2名様以上

休 月曜日

住 恵庭市恵み野西2丁目2-14 フジプラザビル2F
営 11:30-14:30・17:00-23:30

記念日デザートプレート無料！思い出に残る演出致します！

駐 有り

…………

※カード利用可・キャッシュレス有（要問合せ）
………………………………………………………………………………………………………………………

【予約でオトクに！】飲み放題付きSORAコース4,500円→4,000円に！ 誕生日や記念日に！メッセージ付きデザートプレート無料！！
◆ご予約時にクーポンご利用の旨をお伝えください ◆他券併用不可
有効期限/2021年1月末日まで
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◆ご予約時、ご来店時にクーポンご利用の旨とメッセージをお伝えください◆他券併用不可
有効期限/2021年1月末日まで

地図No.48

トモヱベーグル
北海道産小麦と天然酵母を使用した
伝統製法ベーグル
｢欧米化が進む日本人の朝食を、安心・安
全・環境配慮型の伝統製法ベーグルで、よ
り健康的に、より豊かなものにし、未来の主
食供給者となること」を目的とし、ベーグル
を販売しています。

pickup
●ベーグル

１８０円（税別）〜

TEL.0123-21-9129

●ランチセット

７８０円（税別）〜
５８０円（税別）

営 10:00-17:00

●ベーグルサンド ３８０円（税別）〜
●ティーセット

住 恵庭市恵み野西2丁目2-12

休 年中無休（年末年始除く） 駐 有り（2台）

…………

※カード利用可・キャッシュレス有（AirPAY）
………………………………………………………………………………………………………………………
ベーグル３個以上お買い上げで 「こだわりプレーンベーグル１個」プレゼント
◆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

ランチ・ティーセットメニュー１０％OFF
◆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

TOMOE BAGEL Sandwich Lab.

トモヱベーグル サンドウィッチラボ

地図No.15

トモヱベーグル２号店の
ベーグルサンドウィッチ専門店
道産小麦と天然酵母の伝統製法ベーグル
を使った、ベーグルサンドのテイクアウト専
門店です。

pickup
●ベーグル
●ベーグルサンド

１８０円（税別）〜
３5０円（税別）〜

TEL.0123-31-0669

2８０円（税別）〜

休 土・日・祝日（お盆・年末年始） 駐 無し

住 恵庭市京町92-2
営 11:00-14:30

●スターバックスローストコーヒー

※カード利用可・キャッシュレス有（AirPAY）
………………………………………………………………………………………………………………………

お会計より１０％OFF

◆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

32

らーめん

地図No.49

こうち

セブンイレブン恵み野西店向いにある
JAZZの流れる店！
スタッフはオール女子のハイセンスな店！
軟骨チャーシューのコラーゲンが、あなたを
若かったあの日に戻してくれるかも…！

pickup
●塩ラーメン

………………………………………

730円

………………………………………

730円

………………………………………

780円

………………………………………

780円

………………………………………

850円

●醤油ラーメン

●味噌ラーメン

●塩パイタンラーメン
●カレーラーメン

サンガーデンカフェ

TEL.0123-36-6664
住 恵庭市恵み野西3丁目7-13

営 平日11:00-14:30・土日祝11:00-15:00
休 水曜日・第3木曜日

※カード利用不可

Tea's Garden

駐 有り（5台）

地図No.50

花苗の生産、販売をするサンガーデン内に
併設するカフェ。季節ごとに変わるオープン
ガーデンの花々をながめながら、お食事を
楽しむことができます。

pickup

TEL.0120-980-386

ヘ ル シ ー ビュッフェラン チ（ 11: 0 0 〜
14:00）は野菜中心の身体に優しいお惣
菜が十数種類。コーヒー・紅茶・シフォン
ケーキなどもバイキング形式でお召し上が
り頂けます。

住 恵庭市西島松561-4
営 10:00-17:00

休 木曜日（2020.12/7〜2021.3/31 冬季休業） 駐 有り（50台）

※カード利用可
33

