令和３年６月３０日現在
【特典付き！】
店舗名

※事前（注文前）におもてなし商品券の利用についてお申出下さい。

≪虻田地区≫

特典内容

電話番号

≪虻田地区≫

店舗名

◆飲食店◆
・居酒屋 ○まる

電話番号

◆飲食店◆
0142-76-3526

3,000円以上の会計で10％割引

◆一般商店◆

店舗名

電話番号

◆一般商店◆

店舗名

電話番号

◆道の駅◆

・Café Tayutau

0142-82-7151

・Aマートとうや湖店

0142-76-2211

・カフェギャラリー杢

0142-76-3597

・アオバ薬局

0142-76-2049

・道の駅 あぷた

0142-76-5501

・コムロ洋品店

0142-76-2526

全商品3～5割引

・ごはん屋 入江のてんてん

0142-76-2872

・一心堂製菓舗

0142-76-2433

◆ガソリンスタンド◆

・サラダ館あぶた店

0142-76-2806

堂島ロールケーキ他、冷凍スイーツ5％割引

・茶房 花の木

0142-76-3455

・ウロコ虻田店

0142-76-2254

・高橋石油虻田SS（シェル系）

・羊蹄納豆

0142-76-2466

食べたい納豆10個、商品券1枚で購入可能

・旬菜 和

0142-76-3920

・お肉屋さん たどころ

0142-76-2911

・洞爺給油センター虻田SS（出光）0142-76-3111

（札幌販売価格150円～250円の商品）

・スナック クールファイブ

0142-76-3355

・サツドラ洞爺湖旭町店

0142-74-3355

・虹色

0142-76-2982

・セイコーマート虻田高砂店

0142-76-1133

◆理美容◆

・焼肉てーる

0142-76-2989

・セブンイレブン虻田入江店

0142-76-2738

・マツエクSchonSchon

・セブンイレブン虻田本町店

0142-76-2421

・森商店

0142-76-2034

≪洞爺湖温泉・月浦・花和地区≫
◆飲食店◆

0142-76-3436

090-3114-0635

・Cookies Toya!!

0142-75-2158

「ソフトクリーム」100円引き

・OMOYA

050-8881-5002

生ビール1杯450円→400円で提供

・soup curry mogmog

0142-82-3037

ソフトドリンク1杯サービス

・居酒屋 ひろ

090-8900-7687

ソフトドリンク1杯サービス

・岡田屋

0142-75-2608

商品券1枚につきどら焼き1つプレゼント

・クラブジュテーム

0142-75-4600

3,000円以上購入でソフトドリンク1杯サービス

◆観光・体験施設◆

・とうやマルシェ

0142-75-3833

アイスコーヒー又はオレンジジュース1杯サービス

・高柳商会（レンタサイクル）

0142-75-2406

・Hydune

080-5835-1085

・gla-gla

0142-75-3262

・パーラーふくだ

0142-75-3077

ソフトドリンク1杯サービス

・洞爺湖汽船（遊覧船）

0142-75-2137

・Lagorto～ラゴルト～

080-5820-7219

・ZERODAY

0142-82-3020

・ほっと～や湖湖

0142-82-3308

ソフトドリンク1杯サービス

・洞爺湖中央モーターボート

0142-75-2603

・Soup Curry HLAHAL

0142-82-8003

・赤羽商店

0142-75-2433

・ミトンピザ

070-8322-2253

ピザのミミにつける「ミミジャム」を1つサービス

・洞爺湖ビジターセンター

0142-75-2555

・カラオケスナック メロディー

090-1529-0893

・セイコーマート洞爺たなか店

0142-75-4182

・焼肉金城

0142-75-4213

ソフトドリンク1杯サービス

・きつつきカナディアンクラブ

0142-75-2228

・セブンイレブン洞爺湖温泉店

0142-75-2208

・ラーメン専門店 豐來軒

0142-75-1066

コーンorバター 1品トッピングサービス

・山岳喫茶

0142-82-4536

・ツルハ洞爺湖温泉東店

0142-73-1268

・ラウンジアンジュール

0142-75-3800

3,000円以上購入でソフトドリンク1杯サービス

・寿し処 あい川

0142-75-2593

・ファッションズ かまた

0142-75-3408

・レストラン＆フラワーKARZZ

0142-82-3997

お一人様1,000円以上でソフトドリンク1杯サービス

・そば蔵

0142-75-2435

・藤兼金物店

0142-75-2135

・レストラン望羊蹄

0142-75-2311

商品券掲示でお食事の方のみコーヒーゼリー1つサービス

・洞爺テラス

090-5229-9056

・室蘭やきとり一平洞爺湖店

0142-75-1129

◆ガソリンスタンド◆

・麺や 嵐

090-2076-5244

・洞爺給油センター

・焼肉・ラーメンの店 牛助

0142-75-2687

・ラーメン一本亭

0142-75-3475

・レークヒル・ファーム

0142-83-3376

・レストラン仙堂庵

0142-75-2782

≪洞爺湖温泉・月浦・花和地区≫
店舗名

・洞爺ポートサービス

・道南観光写真株式会社

0142-75-2137

（レンタルボート）
・洞爺マリン洞爺温泉営業所

0142-75-2525

（レンタルボート）
090-1529-0438

（ハーブ体験他）
0142-75-2637

5,500円以上購入で洞爺湖オリジナル扇子1本サービス

◆土産店◆

・レイクトーヤランチ（乗馬）

0142-73-2455

◆土産店◆

・青山民芸スーベニアshopアオヤマ 0142-75-2375

2,000円以上購入で10％割引

・HOLIDAY MARKET TOYA

0142-75-3277

・柴田屋

0142-75-2275

土産品10％割引

・わかさいも本舗洞爺湖本店

0142-75-4111

・洞爺湖越後屋

0142-75-0158

商品券使用で「越後屋まんぢう」（648円）が10％引き

≪洞爺・香川・成香地区≫

店舗名

・洞爺ガイドセンター

0142-82-5002

ポストカード1人1枚サービス

◆土産店◆

・洞爺湖芸術館

0142-87-2525

商品券1枚につき、ポストカードセットプレゼント

・サイロ展望台

・洞爺トイボックス

0142-87-2355

体験中の様子をガイドが撮影、写真をwebアルバムにしてプレゼント

電話番号

店舗名

電話番号

◆一般商店◆

◆飲食店◆

・カフェバルハー

店舗名

電話番号

◆一般商店◆
0142-87-2221

◆飲食店◆
0142-87-2688

電話番号

0142-75-2021

洞爺湖温泉SS（出光）

≪洞爺・香川・成香地区≫

◆観光・体験施設◆

・café Lake Toya

店舗名

◆飲食店◆

・火山科学館

・ハーバルランチ

◆一般商店◆

電話番号

・セイコーマート洞爺店

・NPO法人洞爺まちづくり観光協会

クッキー1枚プレゼント

0142-82-5275

0142-89-3108

水の駅物販店

・道の駅 とうや湖

電話番号

◆ガソリンスタンド◆

◆道の駅◆
080-6088-1085

店舗名

0142-87-2200

・ホクレン 観湖台給油所

0142-82-5253

・ホクレン 洞爺給油所

0142-82-5552

道の駅とうや湖
とうや水の駅
洞爺まちづくり観光協会

成香・香川地区

洞爺地区

中

月浦・花和地区

島

洞爺湖

洞爺湖町
洞爺湖温泉地区
虻田洞爺湖ＩＣ
洞爺湖温泉観光協会
ＪＲ洞爺駅

☝

壮瞥町
有珠山

内浦湾
（噴火湾）

道の駅あぷた

虻田地区

道央自動車道

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の地形図を使用した。
（承認番号 令元情使、第415-GISMAP43021号）

http://www.town.toyako.hokkaido.jp/tourism/toyako_omotenashi_shohinken/
(

