
特典４ スイーツ＆あったかグルメ特典 

 

 

 

 

●特典は、「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールのプリントアウト、または申込完了メール受信画面をご提示いただき、 

特典をご利用の旨お申し出ください。 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設 HP でご確認ください。 

 

スイーツ特典 
 

優待施設 最寄 IC（※） 割引内容・特典内容 

Cafe akira 
住所：函館市大手町 12-11 
電話：0138-27-2474 

道央道 
大沼公園 IC 

1 グループにつき 10 名まで、100 円引き 

なないろ・ななえ 
住所：七飯町字峠下 380-2 
電話：0138-86-5195 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員、クレープ 50円引き  さらに
クレープお買い上げのお客様には、ソフトド
リンク飲み放題かコーヒー１杯サービス 

カプリス Ｃａｋｅ＆Ｃａｆｅ 
住所：七飯町本町 6-3-3 
電話：0138-64-6056 

道央道 
大沼公園 IC 

1 会計ごとに 1,000 円以上利用で 
お茶（500ml）1 本サービス 

はっぴーストロベリー 
住所：七飯町上藤城 3-69 
電話：0138-64-1515 

道央道 
大沼公園 IC 

1 会計ごとにお会計から 10％off 

みそぎの郷きこないキッチンキーコ 
住所：木古内町本町 338-14 
電話：01392-2-3161 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ 5 名まで、ソフトクリーム 50 円引
き 

Cafe&Sweets 壱番蔵 
住所：檜山郡江差町姥神町 42-3 
電話：0139-52-5789 

道央道 
大沼公園 IC 
・落部 IC 

1 会計につき、ケーキとドリンクを一緒にご
注文で 50 円引き 

室蘭うずら園 
住所：室蘭市石川町 282-5  
電話：0143-55-6677 

道央道 
室蘭 IC 

1 会計につき 3,000 円以上お買い上げで燻製
玉子（330 円）を 1 つプレゼント 

オーラエレガンテ 
住所：伊達市弄月町１５－５ 
電話：0142-22-6336 

道央道 
伊達 IC 

お一人様 100 円引き 

colony 
住所：室蘭市中島町 1 丁目 38-12 
電話：0143-43-1201 

道央道 
室蘭 IC・ 
登別室蘭 IC 

1 会計につき、お会計から 50 円引き 

Gelateria e Bar Gigi 
住所：恵庭市黄金南 2 丁目 19-7 
電話：0123-21-9915 

道央道 
恵庭 IC 

グループ全員、ジェラートダブル（2 種盛
り）をお会計から 20%off 

自然卵のクレープ 
住所：江別市文京台東町 11-27 
電話：090-5217-2569 

道央道 
江別西 IC 

グループにつきお一人様 50円までのトッピ
ングサービス 

たい吉 
住所：江別市あけぼの町３７−８ 
電話：011-375-6353 

道央道 
江別東 IC 

1 会計につきお会計から 5％off 

めーぷる倶楽部 
住所：岩見沢市春日町 1 丁目 27-1 
電話：0126-35-6650 

道央道 
岩見沢 IC 

1 会計につき 1,080 円以上お買い上げでメー
プルリーフパイ（119 円（税込））を一枚サ
ービス 

FELICETTA 
住所：岩見沢市 10 条西 5 丁目 3 
電話：0126-33-6066 

道央道 
岩見沢 IC 

グループ 8 名様までドリンクサービス（コー
ヒー） 

菓子司 新谷 
住所：富良野市朝日町 4-7 
電話：0120-86-6411 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 
道東道 占冠 IC 

1 グループにつき、へそのおまんぢう 
1 個プレゼント 

共済農場ふらのジャム園 
住所：富良野市東麓郷 3 
電話：0167-29-2233 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 
道東道 占冠 IC 

1 名様トッピングソフトクリーム 100 円引き 

https://www.facebook.com/Cafe-akira-110389819379763/
https://nanairo-nanae.jp/
https://twitter.com/CapliceNanae
http://careservice-dounan.jp/strawberry/index.html
https://kikonai.jp/
http://ichibankura.sakura.ne.jp/contact.html
http://www.uzura.co.jp/
https://twitter.com/cafe_colony
https://estisola.com/gigi/
https://shizentamago.jimdo.com/
https://taikichi.jimdofree.com/
http://www.akairibon.com/mapleclub.php
https://www.facebook.com/felicetta.iwamizawa/
http://yukidoke.co.jp/
https://www.furanojam.com/


 

  ※「最寄 IC」は、NEXCO 東日本が管理する高速道路及びこれに接続する高速道路の最寄 IC としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩瀬牧場 
住所：砂川市一の沢 237-６ 
電話：0120-113-529 

道央道 
砂川 SA 

スマート IC 

グループにつき 3 名まで、ジェラートダブル
サイズ 50 円引き 

F－CLUB こめっち SHOP Sweets&Cafe 
住所：深川市音江町字広里 59-7 
電話：0164-25-1661 

道央道 
深川 IC 

1 会計につきバリスタコーヒー各 30 円引き 
「お豆なこめッち」各 20 円引き 

道の駅びえい「丘のくら」香麦食堂 
住所：上川郡美瑛町本町 1 丁目 9-21 
電話：0166-92-0920 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

1 グループ 4 名様まで、牛乳ソフトクリーム
50 円引き 

FUKUYOSHI Café 
住所：旭川市常盤通２丁目１９７０−１ 
電話：0166-85-6014 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

グループ全員、「トキワ焼き」30 円引き 

パティスリー プティ・ボヌール 
住所：旭川市永山 7 条 4 丁目３－１ 
電話：0166-73-7776 

道央道 
旭川鷹栖 IC・
旭川北 IC 

1 グループに焼き菓子おひとつプレゼント 

シーニック・カフェ 帽子岩 
住所：網走市南 4 条東 6 丁目 2-1 
電話：0152-43-3480 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

グループ 4 名までドリンク 50 円引き 
※他特典・他券との併用不可 

Answer to House of Dream 
住所：北見市北進町 5 丁目 4-54 
電話：0157-61-0282 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

パンケーキご注文のお客様 
￥550（税込）相当のドリンク 1 杯サービス 

カフェテラスリラ 
住所：夕張市末広 2-4 
電話：0123-52-2211 

道東道 
夕張 IC 

1 グループにつき 5 名まで、ご購入商品のお
会計から 10％引き 

cafe&bar つきの 
住所：占冠村字中トマム星野リゾートトマム  

ホタルストリート 
電話：0167-58-1111 

道東道 
トマム IC 

1 グループにつき 4 名まで、星野リゾートオ
リジナルブレンドコーヒー500 円（テイクア
ウトの場合 492 円）より 100 円引き 

十勝トテッポ工房 
住所：帯広市西 6 条南 17 丁目 3-1 
電話：0155-21-0101 

帯広広尾道 
芽室帯広 IC 

1 会計につき、お会計から 5%off 

十勝野フロマージュ 
住所：河西郡中札内村西 2 条南 7 丁目 2 
電話： 0155-63-5070 

帯広広尾道 
中札内 IC 

1 グループにつき 5 名まで、ジェラートシン
グルをダブルに変更 

くりーむ童話 
住所：弟子屈町字跡佐登原野 65 線 71-3 
電話：015-483-2008 

道東道 
足寄 IC 

1 グループ 5 名まで、ジェラートアイスクリ
ーム 30 円引き 

レストラン＆コミュニティ イオマンテ 
住所：釧路市末広町 2-23 
電話：0154-65-1802 

道東道 
阿寒 IC 

1 グループにつき、前菜一皿追加 

ぷちどーる芦野店 
住所：釧路市芦野 5-27-9 
電話：0154-39-3777 

道東道 
阿寒 IC 

1 会計につき、1,000 円以上お買い上げの方
に焼き菓子お 1 つサービス 

ファームデザインズ 
住所：浜中町熊牛基線 109 
電話：0153-64-2310 

道東道 
阿寒 IC 

グループ 4 名様まで浜中町本店限定プレミア
ムソフトクリーム通常サイズ 50 円引（お一
人様 1 回のみ有効） 

Café mille feuille 
住所：野付郡別海町別海宮舞町５１-4 
電話：0153-74-0668 

道東道 
阿寒 IC 

グループにつき 2 名まで、ドリンク 100 円
引き 

http://www.iwasefarm.co.jp/
https://www.facebook.com/Ekicafe
https://biei-info.jp/
https://www.fukuyoshicafe.com/
https://www.petit-bonheur-asahikawa.com/
http://www.ryuhyo-glass.com/index.html
http://www.acp-web.jp/cafe
http://racey.yubari-resort.com/contents/lila
https://www.snowtomamu.jp/hotalu-street/shop/?shop_id=1205
http://www.toteppo-factory.com/
http://t-fromages.com/
http://cream-dowa.com/
https://www.i-omante.com/
http://www.petitdoll.com/
https://www.farmdesigns.com/
https://cafe-milefeuille.jimdofree.com/


あったかグルメ特典 
 

優待施設 最寄 IC（※） 割引内容・特典内容 

かき小屋知内番屋 
住所：上磯郡知内町重内 10-15 
電話： 01392-6-7511 

道央道 
大沼公園 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 

（4 名様まで有効） 

どうなん de’s 
住所：木古内町字本町 338-14 
電話：01392-6-7210 

道央道 
大沼公園 IC 

お一人様ソフトドリンク１杯プレゼント 

焼肉・ホルモン 丸亀 
住所：北斗市七重浜 3－15－30 
電話：0138-49-2718 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員ワンドリンクサービス 

（火曜日～木曜日限定） 

ステーキ＆ハンバーグひげ 函館五稜郭店 
住所：函館市本町 31-19 
電話：0138-86-5211 

道央道 
大沼公園 IC 

グループにつき 6 名様まで、お会計より

10％off 

チャレンジビーフ大沼 黒ベコ 
住所：亀田郡七飯町字上軍川 436 
電話：0138-67-3653 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員ドリンク一杯サービス 

らーめん屋 まつ笠 
住所：七飯町大川 1 丁目 2-10 
電話：0138-65-0550 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員、ソフトドリンクサービス 

まるみ食堂 
住所：八雲町本町 125 
電話：0137-62-2734 

道央道 
八雲 IC 

グループ全員、「二海カレー」及び「二海カレ
ースペシャル」50 円引き 

スイスレストラン アルポン 
住所：八雲町立岩 403 
電話：0137-62-4344 

道央道 
八雲 IC 

1 会計につき、お会計から 150 円引き 

三八飯店 長万部店 
住所：山越郡長万部町字中丿沢 56-1 
電話：01377-2-5180 

道央道 
長万部 IC 

お料理ご注文の方全員、ウーロン茶一杯サー

ビス 

そば順 伊達本店 
住所：伊達市旭町 23-3 
電話：0142-23-2263 

道央道 
伊達 IC 

1 会計につき、お会計から 100 円引き 

たらこ家虎杖浜 本店 
住所：白老郡白老町字虎杖浜 185 
電話：0144-87-3892 

道央道 
登別東 IC 

1 会計 4 名様まで、「たらこ家スペシャル」
￥1,760(税込)から 50 円引き 

ファームレストランウエムラ 
住所：白老町字石山 109-20 
電話：0144-83-4929 

道央道 
白老 IC 

ソフトドリンクサービス 
（店内飲食に限る、1 組 2 杯まで） 

苫小牧ビール園 
住所：苫小牧市表町 2-2-22 
電話：0144-84-5554 

日高道 
沼ノ端西 IC 

グループ全員、プレミアムコースご利用で姉
妹店「幸せのタルト」のプリンをサービス
（350 円相当） 
※ご予約時に必ずお伝えください。 

旬のお料理・釜飯 いちえ 
住所：恵庭市柏木町 3 丁目 3-2 
電話：0120-036-151 

道央道 
恵庭 IC 

茶碗蒸し人数分サービス 

シカ肉レストラン あぷかの森 
住所：北広島市輪厚 607-28 
電話：011-511-4855 

道央道 
輪厚スマート IC 

グループ全員、ドリンクサービス（アイスコ
ーヒー、アイスティー、ホットコーヒー）ど
れか１つ 

炭火焼親子丼専門店 忍庵本店 
住所：北広島市大曲幸町 2 丁目 10-4 
電話：070-5065-4105 

道央道 
北広島 IC 

親子丼ご注文の方全員に焼き鳥１本サービス 

レストラン ふらのグリル 
住所：上富良野町東 4 線北 26 号  

後藤純男美術館 2F 
電話：0167-45-6181 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 
道東道 占冠 IC 

グループにつき 6 名まで、お食事の方にコー
ヒーサービス 

仙堂 深川道の駅店 
住所：深川市音江町広里 59-7 ライスランドふ
かがわ 

道央道 
深川 IC 

グループ全員、深川サンギ 7個入 600 円
（税込）のところ、500 円（税込）でご提供 

https://www.facebook.com/かき小屋-知内番屋-1053366354744268/
https://kikonai.jp/restaurant/
https://horumon-marukame.gorp.jp/
https://hige-style.com/
https://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-47.html
http://yakumode.net/marumi/
http://alphorn1.com/
http://www.osyamanbe-kankou.jp/syousai/sanpachi.html
http://www.kojohama.co.jp/html/user_data/free_page.php?id=4
http://wagyu-oukoku.com/index.html
http://www.kama-ichie.com/system001/
https://apukanomori.com/category/restaurant/
https://oyakodon-mitsuba.com/
https://gotosumiomuseum.com/
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/2390/


 

 ※「最寄 IC」は、NEXCO 東日本が管理する高速道路及びこれに接続する高速道路の最寄 IC としています。 

ブラン・ルージュ 
住所：美瑛町大村村山 
電話：0166-92-5820 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

お食事の方 4 名様までドリンクサービス 

レストラン エスペリオ 
住所：旭川市東旭川町上兵村 240-8 
電話：0166-36-3563 

道央道 
旭川北 IC 

お食事されたお客様全員に 
ミニカップソフトサービス 

手延べうどん・炭火焼き みなみ家 
住所：下川町錦町 29 
電話：0165-54-3194 

道央道 
士別剣淵 IC 

1 グループにつき 1 名まで、海老天 1 本サー
ビス 

レストラン シェルブルー 
住所：北見市北 7 条西 1-1ホテル黒部 
電話：0157-23-2251 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

お食事の方全員、 
ホットコーヒー又はアイスコーヒーサービス 

オールドリバー 
住所：石狩市新港東 1 丁目 54 

サーモンファクトリー店 2F 
電話：0133-62-4691 

札樽道 
札幌北 IC・ 
銭函 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 
（1 組 1 杯まで） 

ジェーンズフライドチキン 
住所：札幌市手稲区前田 9 条 10 丁目 5-10 
電話： 011-768-8557 

札樽道 
手稲 IC・新川

IC 

店内でお食事をされた方、ソフトドリンク 1
杯無料（1 名様、テイクアウトを除く） 

麺乃夢恋 
住所：小樽市春香町 361-1 
電話：0134-65-7059 

札樽道 
銭函 IC 

1 グループ全員、トッピング１品どれでもサ
ービス(ネギだく、玉ねぎだく、卵、のり、メ
ンマ、チャーシュー) 

Trattoria Confortevole 
住所：小樽市富岡 1 丁目 20-1 
電話：0134-22-1156 

札樽道 
小樽 IC 

お一人様 1,500 円以上のお会計でお会計から
100 円引き 

新得そばの館／レストラン玄穣 
住所：上川郡新得町基線 102 番地 
電話：0156-64-5888 

道東道 
トマム IC・ 
十勝清水 IC 

1 会計につき、レストラン玄穣にてお会計か
ら 10％off 

帯広名物炭火焼豚丼 ぶたいち 
住所：帯広市西８条南１１丁目1−2 
電話：0155-26-4129 

道東道 
音更帯広 IC 

1 グループ、豚丼１杯で 100 円キャッシュバ
ック（お子様豚丼不可） 

魚一 らーめん工房 
住所：釧路市幸町 13 丁目 1 
電話：0154-23-4541 

道東道 
阿寒 IC 

グループ全員、チャーシュー2 枚 or 温泉玉子
サービス 

食事処 白帆 
住所：別海町尾岱沼港町 170 
電話：0153-86-2033 

道東道 
阿寒 IC 

グループ全員、ソフトドリンクサービス 

http://biei-blanc.sakura.ne.jp/
http://esperio.co.jp/
http://shimokawa-minamiya.com/
http://www.hotel-kurobe.co.jp/
https://www.sato-suisan.co.jp/restaurant/oldriver.html
http://janes.co.jp/
https://www.facebook.com/麺乃夢恋-2509727669251706/
https://trattoria-confortevole.com/
http://www.sobanosato.com/tp_detail.php?id=9
http://www.obihiro-butaichi.com/
http://946daisuki.michikusa.jp/UOTTI/TOP.html

