9月12日
（土）予定 店舗拡大リニューアル！！

老舗のスープカレーをご自宅で！

お肉屋さんのビストロランチをご自宅や勤務先で！

ミシュランガイド2017北海道特別版に掲載された創業20年の
老舗専門店「カレー食堂 心」
。こだわりの食材や、洋食の技術
が込められたスープカレーをご自宅でお楽しみください！

オシャレな店内で美味しいお肉と美味しいお酒。
一人で、カップルで、仲間で、そして家族でも、リーズナブル
に楽しい時間を！仙台牛半額フェアも開催中です!!
「テイクアウト内容」
【受付時間】
11：00〜20：00

・揚げブロッコリーの
トッピングをサービス
・お食事のお客さま全員に
ソフトドリンクサービス

グラスワイン
１杯プレゼント！

※一部除外品あり
※セール品は対象外

グルメ

全商品
5％OFF

北海道の美味しい楽しいをギュギュっと詰め込んだ
「道産ワイン応援団 wine café veraison（ヴェレゾン）
」
ワインにまつわるストーリーと共に楽しめます。

グルメ

シ ョップ

改装中も休まず営業中！大通駅直結！可愛い子犬・子猫やオー
ガニックフードも取り揃えております。北海道産素材を使用した
ケーキ「NAMARA！」やおやつ「HummingDog」も人気です。

北海道のワインはおまかせ！

※売り切れ次第終了

・ステーキ重
926円
・メンチカツ弁当
788円
・まかない牛タンカレー 463円

※店内でお食事の方限定

【有効期限】
2020年11月末日

【テイクアウト】
電話、
LINE公式からの御注文で注文可能。
時間指定もOK！
【デリバリー】
フィンランド生まれのデリバリーサービス
「Wolt」
で注文可能！

ペットショップ ワンダードック デリ ル・トロワ店

道産ワイン応援団 wine café veraison（ヴェレゾン）

カレー食堂 心

住 札幌市中央区大通西1丁目13番地

住 札幌市中央区南2条東2丁目8‑1

住 札幌市北区北15条西4丁目2‑23

YAKINIKU BISTRO 石鎚

営 16：00〜23：00
大都ビル地下１階
（L.O.22：30）
☎ 011‑231‑7901
※月・土 予約の方のみ受付
休 日・祝日
FAX 011‑219‑7008
HP https://www.facebook.com/winecafeveraison
（他不定休あり）

シティハイムN15 1階
☎ FAX 011‑758‑8758
HP http://cocoro-soupcurry.com/ja/

消毒アルコールで荒れた手肌を、たちまち元の“ピチピチお肌”へ

こだわりのホクベイのお米 ！！

北海道の老舗スイーツ店！

心を込めて握ります！！

浸透力が自慢の活性水とマグロのコラーゲン＆エラスチンを100％使用した
ローションジェルです。お肌にお悩みの方にはもってこいの優れた商品です。
安全素材のみを使用しており、手指は異論、体全身に使用可能です。これ1本で
全てが解決するオールインワン・ジェルです！この機会にぜひお試しください。

岩見沢市北村で米の販売を生産者自ら取り組んでいる会社です。
自社工場による徹底した品質管理を行っております。

40種類以上のパフェ、名物ジャンボパフェ、雪印パーラーでしか
食べることができない「スノーロイヤルバニラアイスクリーム」を
ぜひご堪能ください。

とても落ち着く店内とお客様から評価をいただいております。
割引サービスは「クラブ新鮮組」の特集しか行っておりません。
予約の際は「広報誌を見た」とお伝えください♪

ル・トロワ４階
☎ 011‑211‑1119
FAX 011‑211‑1158
HP http://www.wonder-dog.com/

営 10：00〜20：00
休 年末年始

※上記メニューの他にも
ご用意しております。

きせきローションジェル
（155ml）

1本特価 7,000円

ななつぼし
ゆめぴりか

3,000円
3,400円

1本特価 6,500円

※ご注文を受けてから
2、3日後の配達になります。

※どちらも送料込み

株式会社エコ・サッポロ（活水器製造販売）

株式会社ホクベイ

住 札幌市東区北31条東16丁目2‑18

住 岩見沢市北村赤川586‑54

☎ 011‑206‑6606

FAX 011‑206‑6626

営 9：00〜17：00
休 土日祝

HP http://www.eco-sapporo.co.jp

☎ 090‑7055‑4945

FAX 0126‑55‑3224

営 9：00〜17：00

【有効期限】
2020年10月末日

【有効期限】2020年12月末日

新発売の
「エコウィンフィルター」
はエアコンにフィルターを貼るだ
けで抗菌空間が期待できる 抗ウイルスエアコンフィルター です。
＜用途：オフィス・店舗・病院・公共施設・ご自宅など＞

当事務所は巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し会計資
料並びに会計記録の違法性、正確性および適時性を確認します。
これによりお客様の意思決定に役立つデータを提供し会計、税
務や経営面のアドバイスを行います。

配送料無料!!

※どちらも1パック（2枚入）

営 11：00〜19：00

（L.O.18：30）
休 なし

「北海道知事から表彰されたバーテンダーが、
ひとりひとりの味覚に
合わせたカクテルをお創りします」誰にも邪魔されない贅沢な
大人の時間を過ごしていただくためのサポートをしております。

1杯プレゼント！

前田泰則税理士事務所
住 札幌市清田区清田1条1丁目5‑1 PLACEビル3階

HP http://www.fird-inc.com

☎ 011‑398‑6270

FAX 011‑398‑6320

30

道産食材にこだわり、小さなお子様からご家庭で楽しんでいた
だけます。北海道伊達産の鶏肉を使ったふっくらジューシーな
ざんぎをお楽しみください♪

※ご注文時にお伝えください。

Bar STARS 2003
営 9：00〜17：00

住 札幌市中央区南5条西4丁目7

菊良ビル5階
☎ FAX 011‑213‑0407
HP https://www.barstars2003.com

休 土日祝

HP https://bourbon-st.tkcnf.com/
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こだわりのざんぎ専門店！！

【有効期限】2020年12月末

住 札幌市白石区東札幌3条4丁目5‑28

休 不定休

※食材が無くなり次第終了
の場合あり
休 不定休

プレゼント！

【有効期限】
2020年12月末日

SouthVolost Gallery（サウスヴォロスト）
☎ 080‑1860‑2173

営 17：30〜23：00

三条美松ビル3階
☎ FAX 011‑219‑7880
HP http://www.hkdsushi.com

「ふっくら胸ざんぎ」

※送料＋取付工賃等はお問い合わせください。
※ご使用条件によりますが、
交換目安は約1カ月です。

営 9：00〜17：00

住 札幌市中央区南3条西5丁目14

テイクアウト・店内飲食の方

ドライモスコーミュール

顧問料
初月無料

1,400円
1,500円

（L.O.13：30）
ディナー 17：00〜22：00
（L.O.21：30）
休 月曜日

鮨富士

道知事表彰のバーテンダーの技術！
ライフ

親身な会計事務所

・壁掛け用
・四方向用

※飲食代金のみ

太陽生命札幌ビル1階
☎ FAX 011‑251‑7530
HP http://www.snowbrand-p.co.jp

営 ランチ 11：00〜14：00

西線ロールビル
☎ 011‑596‑9729
FAX 011‑596‑7641
HP https://yakiniku-ishizuchi.com/

8,000円
20％OFF

住 札幌市中央区北2条西3丁目1‑31

休 土日祝

住 札幌市中央区南9条西15丁目1‑1

富士コース料理のみ

雪印パーラー 本店

職場やご自宅の抗菌対策にオススメです！

10パック以上ご購入の方

※売り切れ次第終了
※20：30以降のご来店は
ご確認ください
休 なし

お会計より
10％OFF

※どちらも10kg

配送料無料!!

2本以上まとめてお買い上げの方

営 11：30〜22：00
（L.O.21:30）
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ざんぎバル HANA
営 月〜土 18：00〜1：00

（L.O.0：30）
日・祝 16：00〜21：00
（L.O.20：30）
休 12月31日

住 札幌市白石区北郷3条5丁目13‑30 営 ランチ 11：30〜15：00
☎ FAX 011‑595‑8487
ディナー（日〜水）17：00〜23：00
HP https://www.facebook.com/
（金・土）
17：00〜24：00

zangibal.hana/

休 木曜日

※L.O.全て30分前
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