帯廣ホルジン酒場 さとり亭

帯広市西12条南26丁目18番地
TEL.0155-25-7775
営業時間/17：00〜23：00
定休日/月曜日

焼肉

はま屋

帯広市東9条南16丁目1番地37

TEL.0155-25-8888
営業時間/11：30〜14：00
17：00〜22：00
定休日/月曜日
（祝日の場合は翌平日）

http://hamaya.com/index.html
※カードのみ取扱い

遊美館
遊美館

帯広市東３条南１３丁目５
TEL.0155-21-1300
営業時間/11：30〜15：00
17：00〜22：00
定休日/火曜日
※お食事券のみ取扱い

焼肉ガーデンまくべつ

見本

焼肉
ホルモン

幕別町依田385-1

TEL.0155-56-2125
営業時間/10：00〜21：00
（営業期間はお問合せください）
定休日/営業期間中の毎週火曜日

ジュウーシーディシュ焼肉南大門
ジュウーシーディシュ焼肉南大門
帯広市西３条南１９丁目１番地

TEL.0155-25-0391
営業時間/日〜木/11：00〜22：00
金・土/11：00〜23：00
定休日/火曜日

南大門駅前店

焼肉
焼肉

TEL.0155-22-9551
営業時間/18：00〜翌4：00

TEL.01558-6-2607
営業時間/11：30〜13：30
17：00〜22：30（L.O.22:00）
定休日/不定休

帯広市西２条南１１丁目６-２

定休日/無休

焼肉

だいじゅ園 稲田店

帯広市西５条南４１-１-９

TEL.0155-49-1129
営業時間/11：30〜15：00/17：00〜22：30
土日祝/11：30〜22：30（L.O.22:00）
定休日/第１・第３水曜日

だいじゅ園 本店
本店

大樹町西本通１８

焼肉 だいじゅ園
焼肉
だいじゅ園

木野大通東店
木野大通東店

音更町木野大通東１１-２-４

TEL.0155-30-1129
営業時間/11：30〜15：00/17：00〜22：30
土日祝/11：30〜22：30（L.O.22:00）
定休日/第２・第４水曜日
（祝日は翌日）

あんじゅ

生ラム店 一桂
生ラム店
一桂

TEL.0155-26-5464
営業時間/17：00〜24：00

TEL.0155-20-3388
営業時間/17：00〜24：00
金・土/17：00〜翌1：00
定休日/日曜日（月曜日が祝日の場合は月曜日）
※お食事券のみ取扱い

帯広市大通南９-１５

定休日/無休

http://anju.cc

帯広市西１条南９丁目１３番地

和食
寿司店

焼肉

KAGURA

芽室町東２条１-１-７

TEL.0155-62-8929
営業時間/11：30〜14：00
17：00〜21：30
定休日/第１・2・3水曜

焼肉・ジンギスカン豊寿園

本別町上本別８番地６

TEL.0156-22-2208
営業時間/11：00〜21：00
定休日/月曜日

ふじもり

帯広市西2条南11丁目8

TEL.0155-26-2226
営業時間/11：00〜21：00
（L.O.20:45）
定休日/火曜日
（時期により変更有り）

http://www.fujimori-kk.co.jp/fujimori/

ゆう天

帯広市西17条南3丁目47-8

TEL.0155-35-5345
営業時間/11:00〜15：00
17：00〜21：30
定休日/水曜日
（祝日の場合は営業）

味の香味屋

池田町東1条3番地

TEL.015-572-3023
営業時間/11：00〜21：00
定休日/月曜日
（不定休あり）

http://ikeda-kamiya.com/

みすず

帯広市西2条南8丁目20番地2F
TEL.0155-25-5182
営業時間/8：00〜20：00
定休日/不定休

喜舟

帯広市東3条南10丁目18番地
TEL.0155-22-3072
営業時間/11：00〜15：00
17：
００〜22：00
定休日/不定休

松久園

芽室町美生1-20

TEL.0155-65-2321
営業時間/3月〜11月/10：00〜17：00
他月はお問合せください
定休日/水曜日
（祝日は問合せ）

http://www.nijimasu.net/

寿司工房

山

帯広市西２条南８丁目２-１

TEL.0155-22-2160
営業時間/12：00〜14：00
１７：00〜22：30（L.O.22:00）
定休日/日曜日

纏寿し

すしの久田

鳥せい 西北店

鳥せい 帯広西25条店

帯広市大通南１０丁目

帯広市西２条南１０丁目１１番５

帯広市西12条北1丁目8-4

帯広市西25条南3丁目23番地5

定休日/日曜日

定休日/月曜日

定休日/第1・2・3火曜日

定休日/第1・3・5水曜日

TEL.0155-25-0960
営業時間/17：00〜翌1：00

竹葉寿司

TEL.0155-24-3448
営業時間/17：00〜23：00

まつりや音更店

TEL.0155-34-8929
営業時間/16：00〜24：00

鳥せい 藤丸店（お持ち帰り専門店）

幕別町札内中央町434番地

音更町木野大通東10-5-17

帯広市西2条南8丁目 藤丸デパート地下1階

定休日/火曜日

定休日/元旦

定休日/不定休（藤丸百貨店に準ずる）

TEL.0155-56-3002
営業時間/11：00〜22：00

まつりや札内店

TEL.0155-67-4767
営業時間/11：00〜22：00

まつりや帯広西店

幕別町札内青葉町2-3

帯広市西21条南3丁目33-10

定休日/元旦

定休日/元旦

TEL.0155-66-5535
営業時間/11：00〜22：00

なごやか亭柏林台店

TEL.0155-66-5003
営業時間/11：00〜22：00

なごやか亭帯広大通店

TEL.0155-25-1813
営業時間/10：00〜19：00

鳥せい 新得店

新得町1条南1丁目6番地1

TEL.0156-64-6666
営業時間/16：00〜23：00
日曜日/16：00〜22：00
定休日/第1・3月曜日

鳥せい 音更木野店

TEL.0155-37-8989
営業時間/17：00〜24：30

鳥せい 芽室店

芽室町本通3丁目1

TEL.0155-62-2989
営業時間/16：00〜24：00
日曜日/16：00〜23：00
定休日/第1・3・5火曜日

鳥せい わかば店

帯広市西18条南5丁目47-6
TEL.0155-36-8989
営業時間/16：00〜24：00
定休日/火曜日
※お食事券のみ取扱い

鳥せい 鹿追店

帯広市西18条南2-5-15

帯広市大通南25丁目8番地

音更町木野大通西9丁目1

鹿追町栄町1丁目

定休日/無休

定休日/無休

定休日/火曜日
※お食事券のみ取扱い

定休日/水曜日
※お食事券のみ取扱い

TEL.0155-41-5555
営業時間/11：00〜22：00

天ぷら・豚丼の店

はなまる

帯広市西2条南8丁目1番地 藤丸BF

TEL.0155-24-2101
営業時間/10：00〜19：00
（L.O.18:30）
定休日/不定休日（藤丸百貨店に準ずる）

鳥せい
チェーン
http://torisei.co.jp/

鳥せい 帯広中央店

TEL.0155-20-7585
営業時間/11：00〜22：00

寿司

正

帯広市東2条南9丁目20-6
TEL.0155-23-4561
営業時間/11：30〜14：00
17：00〜21：30
定休日/日曜日

鳥せい 清水本店

清水町南１条２丁目

TEL.0156-62-2989
営業時間/16：00〜23：00
日曜日/16：00〜22：00
定休日/第1・3・5火曜日

鳥せい 帯広大通店

TEL.0155-31-2989
営業時間/16：00〜24：00

鳥せい 札内店

鳥せい 中札内店

幕別町札内中央町472

中札内村東1条南3丁目7

定休日/第１・２・３火曜日
※お食事券のみ取扱い

定休日/第１・３水曜日
※お食事券のみ取扱い

TEL.0155-56-2006
営業時間/16：00〜23：00

鳥せい 更別店

TEL.0155-67-2201
営業時間/16：00〜23：00

鳥せい 広尾店

更別村字更別南2線92

広尾町西1条11丁目

定休日/月曜日
※お食事券のみ取扱い

定休日/無休
※お食事券のみ取扱い

TEL.0155-52-3004
営業時間/16：00〜23：00

帯広市西１条南１０丁目１３番地４

帯広市大通南19丁目5

TEL.0155-22-8989
営業時間/16：00〜23：00

ウエスタン
グループ

定休日/第1・3日曜日

定休日/水曜日

http://www.western-v.co.jp/index.html

TEL.0155-23-8989
営業時間/17：00〜翌1：00

TEL.0156-66-2989
営業時間/16：00〜23：00

TEL.01558-2-2989
営業時間/16：00〜23：00

ウエスタン本店

帯広市西13条南27丁目4-3
TEL.0155-48-0129
営業時間/11：00〜21：45
定休日/年中無休
※お食事券のみ取扱い

ウエスタン20条店

帯広市西20条南2丁目

TEL.0155-33-0129
営業時間/11：00〜23：45
（バイキングクローズ23：30）
定休日/年中無休
※お食事券のみ取扱い

ウエスタン木野店

音更町木野西通り12丁目
TEL.0155-31-0129
営業時間/11：00〜21：45
定休日/年中無休
※お食事券のみ取扱い

帯広市西8条南28丁目4-25
TEL.0155-49-2929
営業時間/11：00〜21：45
定休日/年中無休
※お食事券のみ取扱い

北の起業広場協同組合
事務所 TEL 0155-23-8194

http//www.kitanoyatai.com/

ふくろう

北の屋台・１番街
帯広市西1条南10丁目

営業時間/17：00〜24：00
定休日/月曜日

煙陣［えんじん］

北の屋台・１番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・１番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/日曜日

定休日/日曜日

北子［きたこ］

ましっそよ

営業時間/18：00〜24：00

営業時間/18：00〜24：00

北の屋台・１番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/日曜日

定休日/水曜日

ホッとかめちゃん

こころ

営業時間/17：30〜24：00

営業時間/17：30〜24：30

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/日曜日

定休日/日曜日

ふるさとkitchen

巣だっち

営業時間/18：00〜24：00

営業時間/17：00〜24：00

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/日曜日

定休日/日曜日

営業時間/17:00〜24：00

定休日/月曜日

定休日/水曜日

営業時間/17：00〜24：00

営業時間/17：00〜24：00

営業時間/17：30〜24：00

パオズ

北の屋台・3番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・3番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/火曜日

定休日/日曜日

営業時間/18：00〜24：00

琥羊［こひつじ］

プチ・プレジール

北の屋台・3番街
帯広市西1条南10丁目

天［そら］

大食漢

北の屋台

おかげさん

北の屋台・2番街
帯広市西1条南10丁目

マリヨンヌ

営業時間/17：00〜24：00

創家［つくりや］

北の屋台・3番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・3番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/火曜日

定休日/日曜日

営業時間/17：00〜24：00

ひでちゃん

営業時間/17：00〜24：00

串のやっさん

北の屋台・4番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・4番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/月曜日

定休日/日曜日

営業時間/17：30〜24：00

華まめ

営業時間/17：30〜24：00

御晩です

北の屋台・4番街
帯広市西1条南10丁目

北の屋台・4番街
帯広市西1条南10丁目

定休日/日曜日

定休日/日曜日

営業時間/17：30〜24：00

営業時間/17：30〜24：00

農屋［みのりや］

北の屋台・4番街
帯広市西1条南10丁目

営業時間/17：30〜24：00
定休日/日曜日

割烹
小料理
居酒屋

蔵戸

帯広市東4条南13丁目13
TEL.0155-66-5858
営業時間/17：30-23：00
（L.O.22:30）
定休日/日曜日・不定休

まさゆめ 駅前店

はなび屋

炉ばた

魚くま

帯広市西2条南10丁目7-1 内藤ビル1Ｆ

帯広市西2条南10丁目14-2 平和園銀座店1Ｆ

帯広市西2条南9丁目20第１ あさのビル２Ｆ

定休日/日曜日

定休日/日曜日

定休日/日曜日・祝日

TEL.0155-25-5959
営業時間/17：00〜24：30

旬彩 まさゆめ春駒店

TEL.0155-27-1010
営業時間/17：00〜翌1：00

串焼

たたら

TEL.0155-23-1076
営業時間/18:00〜24：00

四季酒菜

春花

和食処

帯広市西1条南9丁目18-1

帯広市西1条南9丁目12番地1 ２階

定休日/火曜日

定休日/日曜日

定休日/日曜日・祝日

徳音［とくいん］

TEL.0155-26-6020
営業時間/17：00〜23：30

四季の味

くじら岡

TEL.0155-27-3117
営業時間/18：00〜22：00

函館あかちょうちん

帯広市西3条南10丁目16

帯広市大通南15丁目7番地2

帯広市西１条南９丁目

定休日/日曜日

定休日/日曜日
（祝日は予約のみ）

定休日/日曜日
（連休は月曜日）

TEL.0155-27-7077
営業時間/17：00〜23：00

きく乃

TEL.0155-25-9951
営業時間/17：30〜23：00

かに大将

帯広市西1条南9丁目10-3

帯広市西1条南10丁目19-5

定休日/日曜日、第3月曜日

定休日/日曜日
※カードのみ取扱い

TEL.0155-23-1178
営業時間/18：00〜24：00

居酒屋

秋田

TEL.0155-22-2244
営業時間/17：30〜21：30

そば居酒屋

波乱万丈 ５番館店

TEL.0155-20-2215
営業時間/17:00〜翌1：00
（L.O.24:30）
定休日/不定休

http://obihiro-shojiro.com/

帯広市西20条南4丁目20-7
TEL.0155-41-3030
営業時間/17：00〜翌1：00

北のいっぴん正次郎

帯広市西2条南10丁目6 石川屋ビル１階

TEL.0155-22-2537
営業時間/17:00〜24：00

かくれんぼ伊酒屋じろう

帯広市西2条南9丁目14-1 小枝2条ビル2Ｆ
TEL.0155-26-6466
営業時間/日〜木/18：00〜24：00
金・土/18：00〜翌2：00
定休日/年中無休

JAPANESE・DINING

月

優菜

帯広市西２条南１０丁目４番地２ グリーンビル5Ｆ
TEL.0155-26-8889
営業時間/17：30〜23：00
（L.O.22:30）
定休日/日曜日

旬彩酒房

海彦 山彦

帯広市西2条南9丁目14-1 小枝2条ビル地下

TEL.0155-21-5511
営業時間/平日/17：30〜翌1：00（L.O.24:00）
日曜日/17：30〜22：30（L.O.22:00）
定休日/月曜日

酒庵

おか田

帯広市西1条南10丁目19-1
TEL.0155-25-3190
営業時間/17：30〜22：00
定休日/日曜日

炙旬肴

元

帯広市西2条南7丁目20番地

帯広市西1条南10丁目 5番館ビル1Ｆ

帯広市大通南9丁目3-2 93ビル1Ｆ

帯広市西1条南10丁目6 恵小路

定休日/日曜日

定休日/日曜日
（祝日の場合は翌日）

定休日/日曜日

定休日/日曜日

TEL.0155-23-5856
営業時間/17：00〜23：00

炉ばた炭焼き

波乱万丈

TEL.0155-25-7877
営業時間/18：00〜翌3：30

居酒屋

北の栖

TEL.0155-26-4550
営業時間/17：30〜23：00

炭火焼鳥×ワイン

こてつ

TEL.0155-26-7778
営業時間/17：00〜23：00

十勝ダイニング

ふる屋

帯広市西１条南１0丁目9-1 帯広屋台村横

帯広市西2条南10丁目 つるやビル２Ｆ

帯広市西20条南5丁目7番4号

帯広市西1条南10丁目13番地 ＦＫビル１Ｆ

定休日/日曜日

定休日/日曜日
（祝日の場合は翌日）

定休日/火曜日

定休日/日曜日

TEL.0155-21-5705
営業時間/17：30〜24：00

居酒屋

番々

帯広市西1条南9丁目3番地

TEL.0155-24-1300
営業時間/17：30〜翌1：00
（L.O.24:30）
定休日/日曜日
（祝日の場合は営業）

http://vanvan.10win.net/

TEL.0155-23-2222
営業時間/17：00〜24：00

http://www.kitanosumika.com/

炉ばた居酒屋

食歓場

TEL.0155-67-6882
営業時間/17：30〜翌1：00

http://www.nsg-kotetsu.com/

よりみち

帯広市西３条南１０丁目１１番地

帯広市西2条南24丁目6番地

定休日/日曜日
（祝日の場合は翌日）

定休日/日曜日
（月曜祝日の場合は日曜営業し、月曜休み）

TEL.0155-21-6688
営業時間/17:00〜24：00

http://shokkanba.10win.net/index.html

TEL.0155-24-7262
営業時間/18：00〜翌1：00

TEL.0155-21-6671
営業時間/17：00〜24：00

居酒屋

あぐらや

帯広市西18条南3丁目2

TEL.0155-41-7262
営業時間/平日/18：00〜翌1：00
日曜日/17：00〜23：30
定休日/月曜日

居酒屋

たらふく

串Bar-OHANA

サッポロビア晩成館

帯広市西17条南36丁目2-14

帯広市西２条南９丁目

帯広市西1条南9丁目16番地

定休日/日曜日
（月曜祝日の場合は日曜営業し、月曜休み）

定休日/日曜日

定休日/日曜日
（月曜日振休有り）

TEL.0155-47-7262
営業時間/18：00〜翌1：00

串焼き・創作料理

よにき

TEL.0155-26-0870
営業時間/17：00〜24：00

料理店

彩小鉢

帯広市西2条南9丁目9 ピアザビルＢ1Ｆ

帯広市西13条南3丁目2番地38

定休日/日曜日

定休日/不定休

TEL.0155-26-2270
営業時間/16：30〜24：30

海っち帯広白樺店

TEL.0155-36-3560
営業時間/完全予約制

ひだりうま

TEL.0155-21-5559
営業時間/17：00〜24：00

レストラン

まなべ

帯広市東9条南10丁目35番地2

TEL.0155-22-2723
営業時間/11：30〜15：00（L.O.14:30）
17：00〜21：00（L.O.20:45）
定休日/月曜日

Taverna Sennari

ランチョ・エルパソ

帯広市西16条南6丁目13-20

TEL.0155-34-3418
営業時間/11：30〜15：00
17：00〜22：00
定休日/水曜日
（祝日の場合は営業）

http://www.elpaso.co.jp/

プティルマンジェ

帯広市東6条南10丁目

TEL.0155-25-0141
営業時間/11:30〜14：00頃
18：00〜22：00頃
定休日/火曜日
※お食事券のみ取扱い

リストランテ

カフェ ベーネ

帯広市白樺16条東6丁目4

帯広市大通南13丁目1-3

帯広市西1条南9丁目7番地

帯広市西3条南9丁目20-2 2Ｆ

定休日/不定休

定休日/木曜日

定休日/日曜日
（祝日は営業）

定休日/水曜日

TEL.0155-67-1415
営業時間/17：00〜24：00

古季庵 いろり

帯広市東2条南12丁目2

TEL.0155-25-3777
営業時間/11：30〜14：30（L.O.13:30）
17：30〜22：00（L.O.21:00）
定休日/日曜日・第2月曜日

TEL.0155-29-6278
営業時間/17：00〜24：00

洋食・鉄板バル

伝説

帯広市西8条南9丁目20 久保田ビル1Ｆ
TEL.0155-67-8712
営業時間/11：00〜14：00
17：30〜翌1：00
定休日/不定休

HAM☆STA

TEL.0155-41-3181
営業時間/月〜土/11：00〜22：00
日・祝/11：00〜21：00
定休日/日曜日

定休日/日曜日

あかずきん

TEL.0155-62-2139
営業時間/11：00〜21：00
（L.O.20:30）
定休日/木曜日

定休日/日曜日

絵麗

好［ハオ］

TEL.0155-22-8015
営業時間/17：30〜23：00

芽室町東2条2丁目

TEL.0155-27-0330
営業時間/18：00〜24：00

帯広市西18条南5丁目1番地95

チャイニーズ・ビア・レストラン

帯広市西2条南10丁目 グリーンビル2Ｆ

ファミリーとんかつの店

帯広市西1条南8丁目7-3

レストラン
ダイニング
バー

TEL.0155-26-3805
営業時間/18:00～L.O

Easy Diner 7026

レストラン

ＧＡＯ

TEL.0155-27-3552
営業時間/18：00〜翌3：00

CAFÉ RESTAURANT
幕別町札内桜町83-6

SAIKI

TEL.0155-28-5555
営業時間/11:30〜22：00
（L.O.21:30）
定休日/火曜日

カーディナル

帯広市西1条南10丁目6 惠小路

TEL.0155-24-9921
営業時間/月〜木/18：00〜24：00
金・土/18：00〜翌3：00
定休日/日曜日（月曜日が祝日は月曜休み）
※カードのみ取扱い

ダイニング酒場

カシュカシュ

帯広市西2条南８丁目20番地2

帯広市西5条南13丁目1

帯広市西4条南18丁目20-3

定休日/日曜日･祝日

定休日/木曜日

定休日/水曜日

TEL.0155-23-8875
営業時間/19：00〜翌1：00

十勝農園

帯広市西1条南9丁目6

TEL.0155-26-4141
営業時間/17：30〜23：30
（金・土・祝前日は24時迄）
定休日/日曜日

http://www.tokachinouen.com/shop.php

TEL.0155-67-8133
営業時間/11：00〜23：00

マンマピッツァカフェ

TEL.0155-67-0704
営業時間/17：00〜24：00

Tokachi Ｌocal

じんや

帯広市西1条南10丁目2

帯広市西2条南11丁目14

定休日/日曜日

定休日/不定休

TEL.0155-23-4523
営業時間/17：00〜24：00

TEL.0155-22-0664
営業時間/17：30〜24：00

なかなか

帯広市西2条南10丁目18-2

TEL.0155-21-9888
営業時間/11：30〜14：00
17：30〜23：00（L.O.22:30）
定休日/月曜日

海鮮イタリアン

ニコバル

帯広市西1条南10丁目 十勝乃長屋内
TEL.0155-67-8229
営業時間/17:00〜翌3：00
金・土・祝前日17：00〜翌4：00
定休日/日曜日

クラブ
スナック
クラブデルタ

シスターズ バル カタローニャ

帯広市西2条南9丁目20-2

TEL.0155-26-9660
営業時間/19：00〜翌1：00
金・土18：00〜翌2：00
定休日/日曜日
（祝日前は営業）

スローカフェ

帯広市西2条南8丁目1番地 藤丸2Ｆ

TEL.0155-24-2101
営業時間/10：00〜19：00
（L.O.18:00）
定休日/不定休日（藤丸百貨店に準ずる）

クラブウィンザー

ラウンジクラブ

アプレ

TEL.0155-26-2455
営業時間/19：30〜Last

スナック

ちゃちゃ

定休日/日曜日・祝日

定休日/日曜日・祝日

TEL.0155-24-5025

Wulura［ウルラ］

帯広市西1条南10丁目1-3 5番館ビル4Ｆ

帯広市西1条南10丁目1-3 5番館ビル4Ｆ

定休日/日曜日・祝日

定休日/日曜日、祝日

プラネット

帯広市西1条南10丁目1-3 5番館ビル6Ｆ
TEL.0155-22-9877

ZERO

Tiaral［ティアラル］

帯広市西2条南11丁目2-2 猫天ビル3Ｆ

定休日/日曜日
（祝前日営業）

定休日/日曜日

TEL.0155-26-3317
営業時間/19：00〜翌3：30

http://musicpub-zero.10win.net/

Stella［ステラ］

TEL.0155-26-5355
営業時間/21:00〜Last

ＭＡＩ-ＭＡＩ-ＴＹ［マイマイティ］

定休日/日曜日

帯広市西1条南10丁目1-3 5番館ビル1Ｆ

TEL.0155-25-6880
営業時間/19：00〜翌1：00

ミュージックパブ

帯広市西2条南10丁目16 こせき地下1

定休日/水曜日

帯広市西1条南10丁目 ローヤルプラザビル8Ｆ

モンパ

定休日/日曜日

TEL.0155-26-0337
営業時間/20：00〜翌2：00

定休日/日曜日・祝日

TEL.0155-25-5635
営業時間/18：00〜24：00

定休日/月曜日

TEL.0155-27-0377
営業時間/20：00〜Last

定休日/日曜日

TEL.0155-24-5321
営業時間/21：00〜翌6：00

帯広市西2条南11丁目2-2 猫天ビル6Ｆ

定休日/日曜日・祝日

ふらっと

eye candy

帯広市西1条南10丁目 ローヤルプラザビル6Ｆ

帯広市西2条南11丁目2-2 猫天ビル5Ｆ

帯広市西1条南10丁目 ローヤルプラザビル7Ｆ

bar

DACK

帯広市大通南10丁目 クラウンビル1Ｆ

帯広市大通南10丁目 クラウンビル2Ｆ
TEL.0155-22-3393
営業時間/18：30〜翌0：30

spark house

帯広市大通南10丁目11

TEL.0155-26-6262
営業時間/19:30〜翌1：00

倶楽部Ｄ

TEL.0155-21-7377
営業時間/21:00〜Last

am

帯広市西1条南9丁目19 サンプラザ4Ｆ
TEL.0155-66-5914

TEL.0155-21-9990
営業時間/21:00〜Last

Liberty［リバティー］

帯広市大通南10丁目 華翠館5Ｆ
TEL.0155-21-2245
営業時間/20：00〜翌1：00
定休日/日曜日・祝日

都夢想夜の冒険

帯広市大通南10丁目11番地名門通り
TEL.0155-24-0468
営業時間/日〜木/19：00〜翌2：00
金・土/19：00～翌3：00
定休日/年中無休

ショットバー
その他

BLUES HARP［ブルースハープ］

帯広市西1条南10丁目 アポロビルＢＦ
TEL.0155-27-4220
営業時間/20：00〜翌1：00
定休日/日曜日・祝日

酒房

細川

黒んぼ

帯広市大通南10丁目 クラウンビル3Ｆ

帯広市西２条南９丁目１４-２ ランバリヨンビル4Ｆ

帯広市西3条南10丁目

定休日/日曜日・祝日

定休日/不定休

定休日/日曜日・不定休

TEL.0155-24-8060

TEL.0155-25-2277
営業時間/20：00〜翌1：00

TEL.0155-25-7090
営業時間/18：00〜翌2：00

酔ing［スイング］

音更町北鈴蘭南1-22
TEL.0155-30-2203

日高地区

BAR noise

お料理

あま屋

TEL.0146-42-7545
営業時間/11:30〜14：00
17：00〜22：00
定休日/日曜日

http://shizunai-amaya.com/

養老の瀧 静内店

和風パブ

和貴

新ひだか町静内本町1-2-22

新ひだか町静内本町2丁目 ホワイトビル2Ｆ

定休日/日曜日
（月が祝日は月休み）

定休日/水曜日

定休日/日曜日・祝日

TEL.0155-27-5620
営業時間/19：00〜翌3：00

天政

TEL.0146-43-3660
営業時間/19：00〜翌1：00

スナック

旅木の夜

TEL.0146-43-3930
営業時間/19：00〜24：00

小蝶

スナック

新ひだか町静内御幸町1丁目1番16号

新ひだか町静内本町2-2-8

新ひだか町静内本町2-2-8

定休日/第1木曜日

定休日/日曜日・祝日

定休日/木曜日

TEL.0146-42-1020
営業時間/11：00〜22：00

http://shizunai-tenmasa.com/

新ひだか町静内御幸町2丁目5-51

スナックandK

帯広市西２条南10丁目20 ら～めん五朗 2Ｆ

焼肉

サラン

新ひだか町静内吉野町1-1-16

TEL.0146-42-0771
営業時間/12：00〜23：00
日・祝/12：00～22：00
定休日/水曜日
※お食事券のみ取扱い

ちゅん’S

TEL.0146-42-7009
営業時間/19：00〜翌1：00

スナック

リーベ

TEL.0146-43-3091
営業時間/20：00〜翌1：00

スナック

ニューマドンナ

新ひだか町静内本町2-1-10

新ひだか町静内本町2-2-4 マルシンビル3Ｆ

定休日/日曜日・祝日

定休日/第5日曜日

TEL.0146-42-5239
営業時間/19：00〜翌1：00

スナック

華

TEL.0146-42-1881
営業時間/19：00〜翌2：00

http://marushin-s.com/snack-newmadonna/

バレンタイン

新ひだか町静内本町1-1-26

新ひだか町静内本町1-1-26

新ひだか町静内吉野町1-1-19

新ひだか町静内吉野町1-2-17

定休日/年中無休

定休日/日曜日

定休日/日曜日

定休日/日曜日

TEL.0146-42-2334
営業時間/17：00〜24：00

http://www.yoronotaki.co.jp/search/detail.html?CN=3249

串や

TEL.0146-43-3566
営業時間/20：00〜翌2：00

つぼ八静内店

新ひだか町静内吉野町2-2-6

新ひだか町静内御幸町2丁目1-40 ピュア１Ｆ

定休日/年中無休

定休日/12/31.1/1

TEL.0146-42-9483
営業時間/17：00〜24：00

http://www5.hp-ez.com/hp/kushiya/page1

すし居酒屋

喜輪

新ひだか町静内本町1-2-22 第1中村ビル2Ｆ
TEL.0146-49-0205
営業時間/17：00〜23：00
定休日/日曜・祝日

蔵や

TEL.0146-42-1492
営業時間/17：00〜24：00

TEL.0146-42-4146
営業時間/19：00〜24：00

浦河地区

グーフォーディ・シエナ

TEL.0146-43-2929
営業時間/11:30〜14：00
17：30〜22：00
定休日/木曜日
※お食事券のみ取扱い

めし処

椿

寿し

藤まん

TEL.0146-22-6163
営業時間/17：00〜24：00

ラウンジ

沙舞莉菜

浦河町堺町東1丁目8-10

定休日/不定休

定休日/不定休

TEL.0146-22-2439
営業時間/12：00〜23：00

スナック

みたさ

新ひだか町静内本町2-2-4 マルシンビル1Ｆ

浦河町堺町東1丁目8-4

定休日/不定休

定休日/日曜日

定休日/不定休

TEL.0146-42-8594
営業時間/17：00〜22：30

おざ喜

浦河町浜町9-1

新ひだか町静内本町1-1-19
TEL.0146-42-8383
営業時間/17：00〜23：30

鮨処

浦河町堺町東2-13-1

定休日/水曜日
（年末年始）

http://www.tsubohachi.co.jp/shop/2014/03/post-218.php

新ひだか町静内吉野町3丁目2-2

TEL.0146-43-1618
営業時間/20：00〜翌1：00

TEL.0146-22-7311

TEL.0146-22-1876

