20.6.30

蕎麦鳥 バスセンター前店

商品購入or
飲食利用で

ありがとう券プレゼント！
（お蕎麦無料）

※他券・他サービス併用不可 ※1枚につき1組有効 ※17：00以降利用可 ※1人2品以上のフードメニューを注文
（現金のみ） ふりっぱー

テイクアウトも、
安く！おいしく‼
人気居酒屋からお得なメニューが登場！
「家で飲むより安い！」と話題の居酒
屋がテイクアウトをスタート！昼はボ
リューム満点のお弁当がなんとワン
コインに。夜は6〜7種類の惣菜がお
手頃価格でラインナップ。おうちでも
居酒屋気分を心ゆくまで堪能しまし
ょう！

蕎麦鳥 バスセンター前店
☎ 011-233-3366
中央区南1条東2丁目7-4
水協ビル2階
11：30〜14：00、
17：00〜23：00
休 日、
P なし
土の昼

【テイクアウトメニュー】
◆昼（写真左・要事前予約）

受付10：00〜11：00／受け渡し11：30〜12：00

ALL500円！

・生姜焼き弁当 ・ザンギ弁当
・日替わり弁当

◆夜（写真右上）
17：00〜販売！
・出汁巻き玉子 ………………300円
・鶏天
（にんにくマヨ）
…………500円
・油淋鶏（タレ付）……………520円
など日替わりで登場！

拉麺shin. 厚別店

20.6.30

1食無料！

※厚別店のみ有効
※1枚につき1組有効

※他券併用不可

角食パンとたい焼の店 こと葉

150円以下のお好きなパン1個プレゼント！
ふりっぱー

※1組につき1個まで ※数に限りがあります

20.6.30

主税
（ちから）
別邸

20.6.30

3,000円以上の購入で

1,100円以上購入で

ふりっぱー

焼肉ありがとう

テイクアウト利用で

次回500円OFFクーポン進呈

日替わりおかず一品無料

※他券併用不可

※他券併用不可

ふりっぱー

ふりっぱー

有名店のラーメン&
つけめんをご家庭で！

餡たっぷりのたい焼きと
もちもち角食が大人気♪

料理で
「ちから」
を！
ボリューム満点です

おいしいお肉のお弁当
テイクアウト始めます

厚別の名店、shin.の魚介が香るラ
ーメン&つけめんがテイクアウトで
登場！1食から注文OK！電話予約
もOKです。

リピーター増加中！こだわりの餡が
詰まったサクサクの「パイ鯛」と、北
海道産の小麦粉を使ったもっちり
食感の角食がおすすめです。

ススキノにある日本料理店の大将
がパワーを込めて作る料理で元気
になること間違いなし！配 送エリ
アなどは問い合わせを。

七輪の炭火で焼くお肉をお弁当で
提供します。希少なアイスランド産
ラムや北海道産マトン使用の期間
限定メニューも登場！

【テイクアウトメニュー】

【メニュー紹介】

◆ジャンボ鳥串、ジャンボ豚串、自家製
つくね串（各塩、たれ）………1本250円

【テイクアウトメニュー】

こと葉角食
（SHIRO）
…………1斤350円
くるみ角食……………………1斤490円
福鯛
（6種）………………………各200円
パイ鯛（6種）……………………各250円
調理パン・菓子パン ……………各150円

・醤油ラーメン ・味噌ラーメン
・塩ラーメン ・つけめん……各800円
※スープ、麺、チャーシュー、メンマが含
まれます

拉麺shin. 厚別店

角食パンとたい焼の店

☎ 011-895-8000

☎ 011-896-0100

厚別区厚別中央2条2丁目3
11：00〜16：00、
17：00〜20：00
（祝日の場合は翌日）
休月
P なし

こと葉

厚別区厚別西2条4丁目
2-18
9：00〜18：30
休 月、
水、
木、
金
P あり

◆自家製ジューシーメンチカツ2個
・………………………………… 680円
◆オードブル（3人前）………3,000円〜
※オードブルのみ要予約

を
店
食
飲
地元の
食べて 応援！！
テイクアウト

持ち帰り

牛タン弁当…………………………650円
特上牛タン大盛炒飯 ……………650円
ジンギスカン弁当 …………………700円
串弁 …………………………………500円
アイスランド産羊の極上生ラム弁当 1,000円

グルメ

※全て容器代込

主税
（ちから）
別邸

焼肉ありがとう

☎ 011-875-9121

☎ 011-873-1129

白石区川下3条4丁目4-12
17：00〜23：30
休 不定休
（要電話）
P 2台

ひと味ちがうおいしさが自宅で楽しめる！
頼んで、
食べて、
地元の飲食店を応援！

白石区北郷3条2丁目13-27
12：00〜14：00、
17：00〜
23：00、
日17：00〜23：00
休木
P あり

このコーナーのみ、表記価格は特記がない限り「税込（8％）」です。
店内飲食の場合は基本的に「税込（10%）」になります。

この一杯に魂をこめる
旨さ引き立つ豚骨鶏がらスープ

江別産＆道産素材をふんだんに使った
特製弁当をリーズナブルに味わえる

毎日の食卓に安心と夢膨らむ時間をお届け
おいしい角食専門店のパンを召し上がれ

アジトの味をおうちで楽しみませんか？
選べるお弁当は10種類！目指せ、
全種類制覇

ラーメン激戦区の東北通沿いに構え
る同店。1番人気は熟成された2種類
の味噌をブレンドした濃厚味噌。特製
豚肩ロースのチャーシューは肉の旨味
がギュッと凝縮。テイクアウトでは、こ
だわりの詰まった人気の丼ぶりメニュ
ーを自宅で楽しむことができます！

野菜ソムリエプロとパン職人による、
江別産の素材を生かした料理とパン
が楽しめるカフェ。フルーツとサラダ
やピクルスの盛り合わせ「ベジフルオ
ードブル」
（ 写 真 右上）は不足しがち
な野菜たっぷりで目にも楽しい、マチ
ノキならではの一品。

道産小麦をはじめ、道内の良質素材・
国内外の厳選素材を使って焼く角食
専門店。種 類 別のオーブンを使い焼
き上げており、さまざまな角食の中か
ら食感や風 味など、自分好みのパン
を探しましょう。その他のパンもぜひ
お試しあれ。

北郷公園の目前にあるお店。目印はに
ぎやかに並ぶ「のぼり」です。新たに始
めた持ち帰りでは10種類のお弁当を
用意。日替わりでも飽きない、バラエ
ティ豊富な内容です。電話予約なら待
ち時間なしで受け取れるのでオススメ
です。

麺屋 いちじく
☎ 011-595-7119
豊平区月寒5条11丁目6-12
リッチタウン栄通壱番館1階
11：00〜21：00
休 なし
P あり

20.6.30

【テイクアウトメニュー】
中華丼…………………………850円
麻婆豆腐丼……………………850円
炒飯 ……………………………650円
麻婆焼きそば…………………850円
あんかけ焼きそば ………………850円
カレーライス……………………750円
餃子
（5個） ……………………450円
※容器代込み

麺屋 いちじく

ベーカリー＆ベジフル
江別市野幌町57-12
八丁目プラザのっぽ1階
11：00〜19：00
（早じまいの場合あり）
休火
P あり
20.6.30

100円キャッシュバック

※他券併用不可

マチノキ

☎ 011-378-6640

会計より
3

20.6.30

テイクアウトメニュー3食購入ごとに

ベーカリー＆ベジフル マチノキ

オードブル限定
ふりっぱー

※他券併用不可

※1枚につき1組有効

【テイクアウト弁当】
マチノキバーグ丼・……………650円
チーズタッカルビ丼・…………650円
ベジフルボックス・……………650円
マチノキザンギ丼・……………650円

【サイドメニュー＆オードブル】
※全て税抜

本日のキッシュ・・・…・・…・・……150円

本日のサラダ・…………………200円
オードブル各種……・……4,500円〜
フルーツオードブル・・……2,000円〜
ベジフルオードブル・・……2,500円〜

角食LABO

200円引に！

東区東苗穂10条2丁目19-20
10：00〜16：00、
土9：00〜12：30
休 日、
祝
P 20台

バケット パン・ド・3・…………250円

20.6.30

角食LABO

定食・串揚げ居酒屋 アジト
☎ 011-839-5828
白石区北郷7条9丁目4-17
11：00〜14：00、
17：00〜22：00
休木
P 6台

20.6.30

20％引！

ふりっぱー

※1グループ各種3個まで
※売り切れの場合あり

お弁当1つ購入につき
ふりっぱー

※他券併用不可

【テイクアウトメニュー】
唐揚げ弁当……………………600円
チンジャオロース弁当・………600円
チキン南蛮弁当・………………600円
レバニラ炒め弁当・……………600円
しょうが焼き弁当・……………600円
ポークステーキ弁当……………600円
オムライス・……………………550円
ナポリタン ……………………550円
ザンギカレー・…………………650円
カツカレー・……………………700円

定食・串揚げ居酒屋 アジト

❷おやきあんぱんシリーズ（3種）が

540円！

※売り切れの場合あり

【その他のパン】

メロンパン・……………………120円

角食LABO

※1人2本まで
※1.5斤+1.5斤も可

・・……600円
馨〜KAGUWA〜
（2斤）
・・……………800円
グランプリ（3斤）

クロワッサン・・…………………150円

❶グランプリ
（3斤）800円が

ふりっぱー

・……1,000円
寶〜TAKARA〜（2斤）

おやきあんぱんシリーズ（3種）
……………………………… 各150円

☎ 011-791-2115

20.6.30

【角食】

お茶1本サービス
ふりっぱー
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20.6.30

炭火居酒屋 炎 北24条店

20.6.30

2,000円以上の会計でYouTubeチャンネル登録の方

つくね（ノーマル）塩・タレ5本ずつサービス！
※他券・他サービス併用不可

※1組につき1枚限り

EBEZZA
（エベッツァ）

ピッツァ2枚目以降が半額に！

テイクアウト限定
ふりっぱー

※他券併用不可

ふりっぱー

※1枚につき1組有効

自宅で炭火生つくねパーティはいかがですか？
家庭では食べられない専門店の味

薪窯で焼き上げる本格ピッツァが
クーポン利用で2枚目半額！

お店の味をおうちでも手軽に味わえま
す！人気のつくねをはじめ、鍋もテイ
クアウト可能。クーポン上にあるQRコ
ード を 読 み 取 って 居 酒 屋 炎 公 式
YouTubeチャンネル登録でさらにお
得なクーポンもあります。メール会員
も絶賛募集中！！

江別市内の商業施設EBRI（エブリ）
内にあるピッツァ専門 店。道 産小麦
10 0％のピザ 専用 粉 の 生 地を江 別
産レンガの薪 窯で焼き上げた、サク
サク・モチモチの本 格 的なピッツァ
を提供しています。クーポン持参で2
枚目以降が半額に！

炭火居酒屋 炎 北24条店
☎ 011-758-4129

ザンギ弁当……………………500円
牛タン串………………………290円
ねぎま …………………………150円
生つくね、
セセリ・………各1本100円
ひな皮串・・…………………1本130円
生つくね5本盛り合わせ・……600円
塩ザンギ………………………290円
月見つくねチャーハン …・……490円
フライドポテト・………………390円

お持ち帰り予約センター
0120-70-1129

北区北24条西5丁目1-11
歌屋1階
11：30〜21：00（緊急事態宣言
により変更になる可能性あり）
休 なし
P なし

※できあがり時間は注文を
受けてから30分程かかります
※その他YouTube登録でもお得なクーポン発信中！
※全て税抜

EBEZZA（エベッツァ）

【テイクアウトメニュー】
テイクアウト限定！
ピッツァ2枚目以降が半額！
（価格が高い方から値引き）

マルゲリータ（トマトソース・バジル・
モッツァレラ）
………………1,000円
ビアンカ（ミニトマト・バジル・モッ
ツァレラ）
……………………1,360円
チチニエッリ（シラス・ミニトマト・ニ
ンニク・オレガノ チーズなし）
………………………………1,360円

☎ 011-398-5523
江別市東野幌町3-3エブリ内
11：00〜19：00
休 なし
P あり

クアトロ・フォルマッジ
（4種類のチーズ） …………1,740円
※電話予約可 ※全て税抜

あの！？釧路発祥の元祖カレーチキンが札幌に！
一度食べたらやみつきになること間違いなし

駅からすぐ取りに行ける！予約でさらにお得
炭火焼鳥弁当始めました

カレーチキンと言っても辛くなく、小
さなお子さんでもおいしく食べられま
す。塩チキンのスパイスもオリジナル
でおいしい！ソフトは パティスリー
Ku Ri監 修。コーヒーも本格 的です。
揚げたてチキンは待ってでも食べる
価値あり。

店舗周辺エリアにて期間限定のデリ
バリーを開始。店舗より徒 歩圏内は
できるだけ対応してくれるとのこと！
もち ろんテ イク ア ウト は い つ でも
O K！室 蘭やきとり10 本 9 2 6 円（税
抜）はかなりお得となっています。

ジョイパックチキン

札幌琴似店

☎ 011-624-5929
西区琴似1条6丁目4-16
グランウェルネス琴似駅前1階
11：00〜21：00
休 なし
P あり

20.6.30

【テイクアウトメニュー】
カレーチキン1ピース………220円
元祖塩チキン5ピース入り…870円
若鶏半身揚げ………………830円
ソフトクリーム……………250円〜
オリジナルブレンドコーヒー
…………………………………200円
ソフトドリンク……………各100円
※この他にもメニュー多数あり！ ※全て税抜

電話予約で
待ち時間なく受け取れます！

ジョイパックチキン 札幌琴似店

ふりっぱー白厚版限定
※１枚につき１組有効

※コーヒー除く

ソフトドリンク1杯無料
ふりっぱー

やきとり酒場

黄金の串月寒中央店

☎ 011-851-0594

※全て税抜
※炭火焼鳥弁当の詳細は問い合わせを

豊平区月寒中央通6丁目3-32
17：00〜23：30、
日・祝17：00〜23：00
休 なし
P なし

20.6.30

【テイクアウトメニュー】
とり串………………………1本140円
おにぎり（梅/鮭/明太子）…1個260円
串カツ道産豚ロース………1本100円
串カツチーズ………………1本150円
鶏ももざんぎ・…………………490円
なんこつ揚げ、フライドポテト
・・……………………………各450円
《期間限定メニュー》
室蘭やきとり10本 ……………926円

※デリバリーは店舗から徒 歩 数分のエリ
ア限定。また、店内混雑状況により対応で
きない場合あり※上記はメニューの一部と
なります※詳しくは店舗まで問い合わせを

やきとり酒場 黄金の串月寒中央店

15％OFF

会計より
※他券併用不可

※予約注文に限る ※期間限定メニュー、盛り合わせメニュー除く ※店内、
テイクアウトどちらもOK

ふりっぱー
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