ちゃんと

3名様

キリン一番搾り生ビール
1ケース（350ml×24本）

4名様

「キリン一番搾り生ビール」は 2019 年 4 月にさらに
おいしくリニューアル。麦のおいしいところだけを搾
る「一番搾り製法」をベースに、ホップの配合を工夫す
ることで、澄んだ麦のうまみとホップの風味が調和し、
さらに飲み飽きないおいしさへ進化しました。キリン
ビール北海道千歳工場では、名水百選「ナイベツ川湧
水」を源流にもつ内別川の水で製造しています。
『名水
百選仕込み北海道産』の「キリン一番搾り生ビール」を
お楽しみください。
※ご応募は 20 歳以上の方に限らせていただきます

20名様

千歳ラム工房やまじん
お 食 事 券 3, 000円 分

4名様

千歳ラム工房から直送される、北海道
民に愛される郷土料理のジンギスカン
を心ゆくまで堪能できます。新鮮な厚切
り生ラムステーキは絶品です。
そんな千歳で人気のジンギスカン専
門店、やまじんこだわりの味が楽しめる
お食事券 3,000 円分を 4 名様にプレゼ
ント！
※ご利用の有効期限は 2021 年 2 月末
まで

提供／キリンビール株式会社

10 組

2021 年 1 月 1 日（金）

提供／千歳ラム工房やまじん

6名様

北海道遺産にも登録された「モー
ル泉」と「塩泉」、2 種類の天然温泉が
楽しめる「えにわ温泉ほのか」。無料
岩盤浴も人気です。恵庭バイパス沿
いでアクセスも抜群、食事処やキッ
ズスペースも併設で、家族でゆった
り過ごすことができます。岩盤浴な
ども楽しめるペア無料入浴券を 10
組（20 名様）にプレゼント！
※ご利用の有効期限は 2021 年 3 月末まで

炭火焼肉 金剛園
お 食 事 券 5, 000円 分

20名様

提供／炭火焼肉

10 組
20名様

クラシックは、ビール本来のうまさにとことんこだ
わり、副原料を一切使用しない麦芽 100％の生ビール
です。世界の醸造家が認めるホップの名品「ファインア
ロマホップ」を 100％使用。ドイツ古来の醸造法によ
り、麦芽 100％の飲み応えと飲みやすさを両立し、スッ
キリとした飲みやすいビールに仕上げました。海の幸、
山の幸、旬の食材のうまさを引き立てるだけでなく、楽
しい食事の主役としてもお楽しみいただけます。
※ご応募は 20 歳以上の方に限らせていただきます

5名様

ながぬま温泉
ペア無料入浴券

小高い丘の上に建つ「恵庭温泉ラ・フォーレ」は
温泉好きの方に人気のモール温泉が、地域では最も
安い大人料金 440 円でご利用いただけます。
泉質はナトリウム塩化物温泉で、保湿効果が高
く湯冷めしにくいため『温まりの湯』と言われてい
ます。サウナはオーソドックスで根強い人気を持つ
フィンランド生まれのドライサウナ。温かみある木
のぬくもりの中で身も心もリラックスしながら、爽
快なサウナ浴をお楽しみください。

千歳乃湯 えん
入 浴 回 数券（11枚 綴り）4,4 0 0 円分

露天風呂や薬湯、ジェットバス、
露天ひのき風呂、寝湯、低温・高温
2 つのサウナなど様々な種類のお風
呂が楽しめる「千歳乃湯 えん」。本
格マッサージやあかすりなど館内施
設も充実。
汗を流した後はのんびり過ごせる
お食事処もご用意しています。ご家
族みんなでおくつろぎください。

旬のお料理・釜めし いちえ／イチエフラワー&スイーツ
共通ご利用券5,000円分

恵庭産ななつぼしをはじめ、毛蟹・帆立・
いくら等の北海道の食財や、季節ごとの旬の
食財を使用した釜めしが大人気の「旬のお料
理・釜めし いちえ」
。 暮らしにアニバーサ
リーな感動を。 をコンセプトに、ライフスタ
イルに香りと彩りを添える花々と、洗練され
たスイーツを提供する「イチエフラワー & ス
イーツ」。両店共通で使えるご利用券 5,000
円分を、2 名様にプレゼント！
※ご利用の有効期限は 2021 年 5 月末まで
提供／株式会社いちえ北海道

3名様

北海道まるごと市場
ご利用券2,000円分（500円×4枚）

HAPPY NEW YEAR

5名様

北海道千歳ハム
「ハム・ウインナー詰合せセット」引換券

提供／千歳乃湯 えん

1名様

千歳アウトレットモール・レラ
お買い物＆ご飲食券5,000円分

国内外の人気ブランドを約 300 種類以上取り揃える千
歳アウトレットモール・レラ。世界各国の優れたブラ
ンドからウェア、バッグ、シューズなどをセレクトしたアウトドア・セレクト
ショップ「SORA OUTLET」
、王冠マークと鮮やかなカラーが人気のベビー服・
子ども服ブランド「BABYDOLL OUTLET」
、昭和の時代にタイムスリップした
ような店内と【今日のラーメンが、明日を生きる力になる】そんなラーメンを目
指し、毎日時間を惜しまず、真心込めて、お客様への愛情を隠し味にした一杯を
提供する、
「中華そば ゑぞ食堂」など新店も続々登場！ 1 月 1 日からは新春アウ
トレッツ・オフ＆福袋販売がスタート ! 詳しくは HP をご確認ください。
※千歳アウトレットモール・レラ館内でご利用可
※ご利用の有効期限は 2021 年 2 月末まで 提供／千歳アウトレットモール・レラ

5名様

じゃがいも、にんじん、大根、かぼちゃ等、採れた
ての新鮮野菜が低価格で購入できる北海道まるごと
市場は、スーパーマーケットに行く感覚で気軽に利用
できます。また、まるごと市場名物のカニなど、新鮮
な海鮮ももちろんあります！さらに、レストランのメ
ニューも改訂し、価格も大幅リニューアルしました。
ラーメン・かき揚げうどん・そば・カレーライス、その他海鮮丼やいくら丼も
人気です♪「メガ盛り」イベントも随時開催！！
店内のお買い物とレストラン「やませみ」で使える、500 円× 4 枚＝ 2,000
円分のご利用券を 3 名様にプレゼント！
※ご利用の有効期限は 2021 年 2 月末まで
提供／北海道まるごと市場

提供／恵庭温泉ラ・フォーレ

北海道千歳ハムは「安全・安心・おいしい」をモッ
トーに原材料の仕入れから製造出荷まで作業員一
人ひとりが、品質管理を徹底追求した一貫生産を実
施。いつでも消費者の立場になることを心掛けてい
ます。イオン千歳店内の直売店も合せてご利用くだ
さい。
北海道千歳ハムからは「ハム・ウインナー詰合せ
セット」引換券を 5 名様にプレゼントいたします !!
※お引換えの有効期限 2021 年 2 月末日まで（長都
工場直売店のみでお引換えいたします）

提供／水上農園

2名様

恵庭温泉ラ・フォーレ
入 浴 回 数券（11枚 綴り）4,4 0 0 円分

提供／ながぬま温泉

2名様

水上勝義さんが米作り 36 年の
ノウハウを生かして作り上げたこ
だわりの「ふっくりんこ」。低農薬
は当たり前、低肥料と土づくりに
より、米の収穫量にこだわること
なく、米本来のうま味（適度なタ
ンパク質を含有）を追求し、丹念
に育てあげました。道内はもとよ
り恵庭でも作付面積の少ない希少
ブランド米です。

提供／パラダイスヒルズ

5名様

北海道工場

水上農園のふっくりんこ
2kg入り

パラダイスヒルズ
ペア入浴券

金剛園

ながぬま温泉は北海道屈指の湧出量を
誇り、源泉かけ流し。51℃とやや高めの
源泉は保温に優れ、疲れた身体を芯からあ
たためてくれます。本館玄関を出てすぐの
別棟 2 階では長沼町名物のジンギスカン
をご用意。町内 3 店舗の個性ある味が楽し
めます。日帰り入浴には広々とした無料休
憩所、団体のお客様には宴会場もございま
す。
※ご利用の有効期限は 2021 年 3 月末まで

提供／サッポロビール株式会社

焚火家

「ホテルパラダイスヒルズ」の
温泉は、ナトリウム一塩化物泉
で、保湿 ･ 保温効果がバツグン！
湯冷めしにくく、身体がずっとポ
カポカに。お肌もツルツルにな
ることから、" 美肌の湯 " として
も評判です。日頃の疲れをゆっ
くり癒してください。
※ご利用の有効期限は 2021 年
3 月末まで

「みんなのおいしい顔が見たいから」を
モットーにお客様の満足を第一として「お
いしさ、サービス、ホスピタリティ No.1」
を目指している金剛園。煙たくない炭焼き
ロースターで、すっきりと美味しい本格焼
肉をご堪能いただけます。こどもからご年
配まで、家族で炭火焼肉を楽しむことがで
きるお食事券を 6 名様にプレゼント！
※金剛園グループ全店で利用可 ※ご利用の
有効期限は 2021 年 12 月 31 日まで

サッポロクラシック
1ケース（350ml×24本）

提供／焼肉

10 組

提供／えにわ温泉ほのか

3名様

焼肉 焚火家
お食事券3 ,0 0 0 円分

「上質な肉とまごころこもった接客」が
モットーの千歳で人気の焼肉店。落ち着い
た雰囲気の中でゆっくり食事を楽しめま
す。
「ガチネギ」
「上牛タン」
「厚切り上ハラ
ミ」
「シェフのおすすめメニュー」などが特
に好評で、自家製のタレは生のフルーツな
ど数十種類の素材をブレンドし、肉の旨味
を引き立ててくれます。3,000 円分のお食
事券を 4 名様にプレゼント !!
※ご利用の有効期限は 2021 年 2 月末まで

北海道千歳工場

えにわ温泉ほのか 2種類の天然温泉
ペア入浴無料券
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千歳ワイナリー
北 ワ イ ン ケ ル ナ ー 2019

提供／北海道千歳ハム

3名様

当店人気メニューの揚げ出し呉豆腐は豆腐から手作り！
バリエーション豊富な龍のすザンギのほか季節の食材を
使った月替りメニューなど幅広いメニューをご用意して
おります！
居酒屋 龍のすで店内飲
食、テイクアウトでご利用
可能な 3,000 円のお食事券
を 3 名様にプレゼント！
※ご利用の有効期限は
2021 年 2 月末まで
提供／居酒屋

3名様

1988 年の創業以来、ワイン造りに情熱をかける北海道中央
葡萄酒株式会社 千歳ワイナリー。柑橘や白桃のようなフレッ
シュで華やかなアロマに加えて、2019 年ヴィンテージは熟度
が高かったためボディに厚みが
あり、適度な酸味が残る爽やか
な味わいが特徴です。
「 北 ワ イ ン ケ ル ナ ー 2019」
（750ml）を 5 名 様 に プ レ ゼ ン
ト !!
※ご応募は 20 歳以上の方に限
らせていただきます
提供／千歳ワイナリー

居酒屋 龍のす
お食事券3 ,0 0 0 円分

龍のす

ビッグハウス千歳店
伊藤園 お〜いお茶 緑茶
（500mlペットボトル24本入）

千歳店
原料茶葉から製品化まで「鮮度」にこだわった、爽やか
な香りでまろやかなコクのある味わいの緑茶飲料です。
※写真はイメージです
提供／ビッグハウス千歳店

千歳店

謹賀新年
新春を迎え皆様のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げます

本年も宜しくお願い致します。
新車、中古車販売買取・ドレスアップ

株式会株

ヴォイス

千歳市勇舞8丁目6-7
ゆうまいタウンプラザ
《月曜定休日》
カーブティック ヴォイス

TEL.0123-27-0100

先着
100本

︵税抜︶

★1/1･2･3は営業しております
1,000円 以上の買い物で

携帯用アルコールを
1会計につき1本 プレゼント!!

TEL.0123-25-3506 【営業時間】11：00-13：30／16：00-19：30

千歳市新富2丁目1-4 【定休日】毎週水曜日 ※1/4〜7は休業です

元日の受取・配達も可能な｢龍のすオードブル3,000円 (税込) ｣を
ご用意しております。☎26-9440

株式会社

DORA GROUP

旧年中は格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます
今後とも何卒よろしくお願い致します
令和三年 元旦

㈱ホンダカーズ札幌中央 TEL.0123-27-7111
1月2日から営業

1月1日から営業

千歳店 〒066-0037 千歳市新富3丁目2-2

