
2021年8月6日（金） ちゃんと7
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お
酒
は
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歳
に
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て
か
ら

5名様に「キリン一番搾り」350mL×24缶が
20名様に「キリン一番搾り」350mL×6缶が本紙掲載の応募用紙を切りとり店舗へ持参し、対象

商品購入後店印を押印してもらい、必要事項記入の
うえ封書にてご応募ください。

期間中、下記店舗の唐揚げをお買い上げで「キリン一番搾り」ゲットのチャンス！
抽
選
で

当たり
ます！

宛先 〒066－0073 千歳市北斗4丁目13番20号　
（株）メディアコム 「ちゃんと唐揚げ1グランプリ」係 ●ご応募はお1人1口限りです。同一氏名での複数の応募は全て無効となります。

●応募用紙の記入不備やコピー等の不正があった場合無効となります。
●当選者の発表は電話連絡のうえ賞品の引渡しを持って代えさせていただきます。
●応募用紙は各参加店にもご用意しています。

※郵便料金は応募される方のご負担となります。※当選賞品はメディアコム社屋にて
手渡となりますので、来社受取が可能な方に限ります。※当選後本人確認をいたしますので
未成年者（名義を含む）の応募はできません。

9月6日必着 選べる
2コース

8月6日金～8月29日日
開催期間

①6缶コース　1店舗分の押印で一口
②24缶コース  それぞれ違う3店舗分の押印で一口

居酒屋 小ばちゃん千歳店
小ばちゃん全店で断トツ人
気No1の「ザンギ」はボリュー
ム満点の大きさ。甘酸っぱく
てジューシーな旨口タレが
ウマさの秘密です。

■営 17時～23時　■休 日曜定休　■Ｐなし  

0123-49-6333
千歳市幸町3丁目19-2 
ホワイトビル１F

小ばちゃんザンギ
5個入り
650円（税込）
LINEの　

友達申請は　
こちら▶

山沢仕出し店
鶏のむね肉と手羽の間にある
部位で、一羽から30～60gし
か取れない希少部位です。モ
モ肉より脂肪が少なく、むね
肉よりジューシーな肉質です。

■営 11時～18時　■休 不定休 

0123-32-3159
 恵庭市漁町200番地

お持ち帰りOK

Instagramは
こちら▶

鶏のふりそで(肩肉)
4個入り
店内・持ち帰り共に
300円（税込）

恵庭温泉ラ・フォーレ
生姜とにんにくを効かせた
漬け込みダレに、塩こうじを
加えてしっかり漬け込んだこ
だわりのから揚げです。
ビールのお供におすすめです。

■営 〈お食事処〉11時30分～22時30分
（食事LO.20時45分）　■休 年中無休　■Ｐ あり

0123-32-4171
恵庭市恵南4-1

鶏のから揚げ

お持ち帰りOK

詳しくは
　　 こちら▶

180ｇ（5～6個）
店内・持ち帰り共に
450円（税込）

居酒屋 ダブルインパクト
こだわりのタレに漬け込んだ、
自家製ザンギです！開催期間
中、店内飲食時のみ「ちゃんと
見たよ」で自家製ザンギ(5個)
528円を→100円でご提供！

■営 16時～23時　■休 水曜定休 
■Ｐ あり

0123-32-1090
 恵庭市中島町2丁目15－6

自家製ザンギ

お持ち帰りOK

店舗詳細は
　　 こちら▶

5個入り
店内 100円（税込）
持ち帰り 528円（税込）

居酒屋 ダブルインパクト
こだわりのタレに漬け込んだ、
自家製ザンギです！開催期間
中、店内飲食時のみ「ちゃんと
見たよ」で自家製ザンギ(5個)
528円を→100円でご提供！

■営 16時～23時　■休 水曜定休 
■Ｐ あり

0123-32-1090
 恵庭市中島町2丁目15－6

自家製ザンギ

お持ち帰りOK

店舗詳細は
　　 こちら▶

5個入り
店内 100円（税込）
持ち帰り 528円（税込）

生蕎麦 焼き鳥炉端  煽
伊達産の鶏肉を使ったタレ
ザンギが自慢！ネギ塩、油
淋鶏、柚子胡椒、チーズ、お
ろしその中からお好きな味
をチョイス。

■営 11時～15時/17時～23時30分　
■休 月曜･第3火曜定休　■Ｐ あり

0123-21-8809
 恵庭市恵み野西2丁目2-8

選べるタレザンギ

お持ち帰りOK

　 地図は
　　 こちら▶

1 人前
店内・持ち帰り共に
580円（税込）

こんどう家
大き目の唐揚げにこんどう
家自慢の特製ダレが絡ん
でとってもジューシー!!
是非一度ご賞味ください。

■営 17時30分～22時　■休 日曜・月曜定休

0123-35-1633
 恵庭市緑町1丁目7-16

（4個）
店内・持ち帰り共に
：680円（税込）

鶏の唐揚げ
特製ダレがけ

お持ち帰りOK

Instagramは
　　 こちら▶

4個入り
店内・持ち帰り共に
680円（税込）

中津からあげ専門店
 　　からあげ大吉

「唐揚げの聖地」大分県中津
市のからあげ大吉が北海道
初上陸です。毎日仕入れる
国産鶏肉で安心安全と深み
のある味とザクザクの食感
を提供しています。

■営 11時～13時30分/16時～19時30分
■休 水曜定休 　■Ｐ 3台分あり

0123-25-3506
 千歳市新富2丁目1-4

モモの唐揚げ

お持ち帰り専門

詳しくは
　　 こちら▶

100g（2～3個）

310円（税込）

居酒屋 あじな店  村井 
ショウガ・ニンニク・日本酒
と自家製ダレに漬け込み
外はサクッ、中はジュー
シーに、ビール・日本酒・ワ
インと相性抜群に和食の
腕で仕上げました。

■営 月～土曜 17時～23時（LO 22時）
■休 日曜・祝日定休

0123-22-8200
 千歳市清水町2丁目19-9　エイトビル1階

桜姫鶏竜田揚げ

HPはこちら▶

1人前
680円（税込）

北のちゃんぽん家
何度食べても飽きません！
テイクアウトでも人気の品
です(^_^)

■営 11時～21時　■休 1/1～1/3正月以外年中無休 
■Ｐ あり

0123-33-2007
 恵庭市有明町6丁目2-19

お持ち帰りOK

唐揚げ
5個入り
店内・持ち帰り共に
350円（税込）
店舗地図
はこちら▶

ビストロヤシーラカンス
利尻昆布出汁に漬け込んだ鶏
モモ肉のから揚げです。そのま
までも、利尻昆布甘酢タレをか
けて召し上がっても良し！
神の味(カミカラ)の完成です。

■営 11時～14時       /16時～18時　
■休 水･土･日曜定休/ 火･水曜日定休　  ■Ｐ あり

0123-26-3030
 千歳市みどり台北4丁目2-7

カミカラ
～利尻昆布出汁甘酢かけ

お持ち帰りOK

店舗地図
はこちら▶

60～80g（5個）
店内・持ち帰り共に

880円（税込）

アジアンマーケット 
Go coo（ゴークー）

メディアでも取り上げられ
ている札幌中国料理布袋の
ジューシーで大きな「布袋ザ
ンギ」。サーモンパーク千歳
で食べることができます。

■営 11時～18時30分オーダーストップ　
■休 年中無休　■Ｐ あり

0123-22-2181
 千歳市花園2丁目4-2 道の駅サーモンパーク千歳内

布袋のザンギ

お持ち帰りOK

5個入り
店内・持ち帰り共に
750円（税込）

居酒屋 小ばちゃん恵み野店
小ばちゃん全店で断トツ人
気No1の「ザンギ」はボリュー
ム満点の大きさ。甘酸っぱく
てジューシーな旨口タレが
ウマさの秘密です。

■営 17時～22時30分　■休 月曜定休 
■Ｐ 店舗裏に5台程度あり

0123-36-2266
 恵庭市恵み野西1丁目23-10

小ばちゃんザンギ

お持ち帰りOK

5個入り
店内・持ち帰り共に
650円（税込）

LINEの　
友達申請は　
こちら▶

 えどや 向陽台店弁　当
食べ処

当店では宅配も無料で実
施してます！（千歳2個、
恵庭10個以上のご注文が
対象）この機会に大将自
慢の味をぜひご賞味くだ
さい！

■営 8時～18時　■休 不定休
■Ｐ あり

0123-21-9103
 千歳市白樺2丁目5-8　

ザンギ弁当

お持ち帰りOK

店舗地図
はこちら▶

店内・持ち帰り共に

500円（税込）

リトルキッチン
昭和54年創業、先々代から
続く秘伝の味。ボリューム
満点のからあげ弁当！
出来立て熱々をぜひお召し
上がり下さい。

■営 10時～14時/16時～20時　
■休 日曜･祝日定休　■Ｐ あり

0123-27-2233
 千歳市信濃4丁目8-1

千歳からあげ弁当

お持ち帰り専門

からあげ5個入り
470円（税込）
店舗地図
はこちら▶

らーめん じらいや
塩ベースのタレを使い、オ
リジナルの粉の配合で、サ
クサクパリパリ食感です。
テイクアウトOK!! 店内で
らーめんと一緒にどうぞ!!

■営 11時～20時30分（15時30分～17時 休憩）
■休 不定休

0123-24-8668
 千歳市稲穂1丁目2-1

じらいや塩ザンギ

お持ち帰りOK

店舗地図
はこちら▶

220g（5個入り）
450円（税込）

からあげ専門店 鶏笑
注文後調理！外はカ
リッ！ジュワッと肉汁！
秘伝のニンニク醤油に48
時間漬け込んだ本場中津
からあげ専門店。

■営 11時～20時（注文時間10時～19時45分）
■休 8/11（水）・17（火）18（水）25（水）

0123-29-7025
 千歳市清水町4丁目10

ミックスからあげセット

詳しくは
　　 こちら▶

お持ち帰り専門

6個入り
670円（税込）

 鶏や 総本店
鶏モモ肉の半身をまるごと
贅沢に揚げた特大 ザンギ！
ラーメンのサイドメニュー
としてお召し上がりくださ
い。お持ち帰りもOKです！

■営 11時～21時　■休 定休なし 
■Ｐ あり

0123-26-5800
 千歳市朝日町1丁目9-1

ザンギ（半カラ）

お持ち帰りOK

店舗地図は
　　 こちら▶

1人前
店内・持ち帰り共に
350円（税込）

 だんだん
ヘルシーな鶏胸肉を鹿児島
県産の柚子胡椒をきかせた
自家製ダレでさっぱりと仕
上げました。お1人様でもお
気軽にお越しいただけます！

■営 17時～24時　■休 月曜定休 

090-2072-0439
千歳市清水町2-19 
スクエアビル 地下1階

柚子胡椒ザンギ

お持ち帰りOK

詳細は　
　　 こちら▶

気まぐれキッチン

6個入り
店内・持ち帰り共に
500円（税込）

当店の醤油ラーメンで使用
している醤油ダレに漬け込
んだ、特製の唐揚げです！
お持ち帰りと宅配（税込
1,000円以上のご注文か
ら）も承っております。

■営 11時～22時（LO 21時30分）　■休 不定休 
■Ｐ 9台分あり

0123-25-8991
 千歳市自由ヶ丘3丁目3-7

からあげ弁当

お持ち帰りOK

LINEは　
こちら▶

らぅめんと居酒屋のお店
麺’S kitchen天下無双

店内・持ち帰り共に
500円（税込）

※新型コロナウイルスの感染状況により、各お店の営業時間が変更する場合がございます。ご確認のうえご利用ください。

恵庭ザンギ五郎
7月1日にオープンしたばかりの
ザンギ専門店！店内調理したザ
ンギが自慢です。トロッとした
チーズに、パリッとしたザンギの
食感は病み付きになりますよ！

■営 11時～16時　■休 不定休 
■Ｐ 8台分あり

0123-21-8726
 恵庭市有明町1丁目4-1 成田ビル1F

トロッとチーズザンギ

お持ち帰りOK

Instagramは
　　 こちら▶

1人前
店内・持ち帰り共に
500円（税込）
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