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＊有効期限はお店により異なります。　　
お確かめの上、ご利用ください。

＊1枚1回限り有効、複写での使用不可。

＊表示価格は、税込価格です。

はさみで切り取って各店へお持ちください。

　新型コロナウイルス感染症に罹患された方および

ご家族・関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げま

す。また医療従事者はじめ、行政の皆様等、感染防止

にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大の状況、政府・自

治体からの自粛要請等により、掲載店の一部が臨時

休業もしくは営業時間の短縮をする可能性がありま

す。それに伴いクーポン券が利用できないなどのご

不便をおかけする場合もございますが、何卒ご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

エール引越センター

＊他券併用不可 有効期間 8/26

▲

9/25

北 24条東 16 丁目 1-1 第四中田ビル 3階

午前 8時～午後 7時

☆お問い合わせ時

「道新割引クーポン見た」で

引越料金 ２０％ＯＦＦ
……………………………………………………………

……………………………………………………………
エール引越センターは低価格の引越料金で

便利なサービスも多数用意！

引越は安全・価格重視という方はぜひ一度ご連絡を！

◎札幌市内料金

単 身 ：１ＤＫ～１ＬＤＫ　12,000円～

夫 婦 ：２ＤＫ～２ＬＤＫ　25,000円～

家 族 ：３ＬＤＫ～　 　　25,000円～

家 族 ：４ＬＤＫ～　 　　30,000円～

見積無料・安心便利・低価格で快適に引越

   0120-05-7777

お米５ｋｇにつき
１００円引

㈱千野米穀店 北３２条店
北 32 条東 7丁目 3-24　 733-8158

午前 9時～午後7時 定休日/日曜・祝日

＊お一人様1枚限り有効

店内には全国各地より産地直送されたお米、こだわりの

お米が揃っています。分づき米もいたします。

有効期間 8/26

▲

9/25 有効期間 8/26

▲

9/25

らーめん1杯 １００円引き

らーめん 巖窟王（がんくつおう）

午前 11 時～午後 9時〈スープがなく
なり次第終了〉

＊1枚で４名様迄有効

焼き醤油らーめん、焦がし味噌らーめん、焙煎塩らーめん各82０円。
心を込めて一杯一杯丁寧に作っています。是非一度ご賞味ください。

※他券併用不可

北 28条東 8丁目1-1　  702-5920  　10台

酸熱トリートメント　８,８００円～
髪質改善でツヤが甦ります！

美 容 室 ジュ ネ ス
午前9時～午後6時 定休日/火曜日と第1、第3火・水曜日

＊お一人様1枚限り有効

北 23条東 7丁目2-21　 723-0565 予約優先　あり

有効期間 8/26

▲

9/25

パーマ ＆ カット　…………………………  ６ ,６００円
カラー ＆ カット　………………………… ６ ,６００円
シルク縮毛矯正 …………………………１３,２００円

有効期間 8/26

▲

9/25 ＊他券併用不可・完全予約制

ワンカラー
＊…新規のお客様…＊

（ケア込み） 2,750円
フットケア （ゴマージュ付） 4,950円

【予約受付】Ｅメール：nailscafesyuu＠gmail.com（当日予約不可）

※飲食の提供は行っていません

ＮＡＩＬ’Ｓ ＣＡＦＥ 柊

 《インスタ》 ＠shiho0820
 《アメブロ》 http://s.ameblo.jp/syuu0121/.

北 33 条東 10 丁目 5-28　  090-2692-5636

10 時～ 17 時 定休日 /日曜・祝日　　2台

パ ー マo r カ ラ ー
パ ー マ＋カ ラ ー

７,７００円
１１,０００円

＊コピー可 有効期間 8/26

▲

9/25※他券併用不可

（いずれもシャンプー・カット・セット込み）

ヘアープロデュース

ビジューノ ｂｉｊｏｕｎｏ
ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ

美容室

午前 10 時～午後 7時 定休日 /毎週火曜日
ネオ店 北 37 条東 7丁目　753-9204 〈予約優先〉

プラチナ縮毛矯正 15,400円（カット・トリートメント込）
アットホームなお店です。お気軽に立ち寄ってください。
新規・再来大歓迎。〈カード不可〉

手打ちそば処　藪　忠

午前 11 時 30 分～午後 3時

＊他券との併用不可 有効期間 8/26

▲

9/25

北 34条東14丁目2-8   731-0997  ■8台

お一人様 ５０円引

北海道産１００％の十割そば、二八そば。
ＰａｙＰａｙ始めました。

有効期間 8/26

▲

9/25

そば処 いしおか
北 37 条東 6丁目 2-10　 702-7310

＊1枚で1グループ有効

幌加内産のそば粉使用、二八そばです。

お食事されたお客様

お一人様 １００円引き！

午前 11時～午後 3時 定休日/月曜日 　10 台

有効期間 8/27

▲

9/25

古本ガレージ ＢＡＮ倉庫
バ　　ン　　コ

北 29条西 5丁目 2-23　 312-3324

＊お一人様1枚限り有効

１品からでも出張買取いたします。終活や引越しなどに大変便利
です。もちろん査定は無料です。お気軽にお問い合わせください。

買取２０％ＵＰ
１品からでも出張買取いたします!!

午前 11 時～午後 8時 定休日 /毎週木曜日

有効期間 8/26

▲

9/25

５つ以上お買上げで
お好きなパイ １つプレゼント！

焼きたてアップルパイのお店かぐらじゅ
北 28 条東 8丁目 1-1   788-6140

＊お一人様1枚限り有効

ご来店時間に合わせてアツアツのアップルパイをご

用意します！お気軽にお電話くださいませ☆！

午前 11 時～午後 7時　定休日なし 　  2 台

有効期間 8/26

▲

9/25

リメイク工房 雅
みやび

北 32 条東 16 丁目 1-2　 784-4678

＊お一人様1枚限り有効

着物や帯をリメイクしてみませんか？店内の商品と同じ
作品が作れます。リメイク教室は13時～16時の3時間☆

クーポン持参で初回授業料
３０００円⇒ ２０００円に!!

午前11時～午後4時 定休日/日曜日（不定休あり）

髪仕度  ＣＯＲＥ
午前9時～午後6時30分 定休日/火曜日・第3水曜日

＊他券併用不可 コピー可 有効期間 8/26

▲

9/25

北41条東8丁目3-1ノースプラザ1F  743-2515 ■3台

全メニュー ３０％引き
美容室

ベテランスタイリストによるマンツーマンサロン
カット3080円⇒2156円 白髪染めカット7150円～⇒5005円～
〈ロング料金あり〉その他メニューもございます。

有効期間 8/26

▲

9/25

あ や め道産小麦使用
自家製麺のラーメン店

本券ご持参の上ご飲食されたお客様へ特典をご用意して
おります。上記①②③の何れか１つをお選びください。
☆☆☆テイクアウトつけ麺『正油』『エビ塩』『味噌カレー』各750円☆☆☆

※他券併用不可
＊1グループ 1枚限り有効
11 時～ 15 時 /17 時～ 21 時 定休日 / 火曜日
【本　  　店】 北33条東13丁目1-20　721-2700　6台

①４名以上のご来店で１杯無料
②味玉トッピング 無料
③大盛りサービス ※ご注文の数 何杯でもＯＫ!!

（人数分）

※４杯以上の注文時に限る

大塚ふとん店

１０００円割引 /１枚につき
〈このクーポン１枚でふとん何枚でも OK〉

有効期間 8/26

▲

9/25

・わた布団打ち直し 8,800円（税込9,680円～）

・羽毛布団仕立て直し 19,800円（税込21,780円～）

北 22条東 17 丁目 1-23　　781-5326
午前 10時～午後 6時 定休日/日・祭日 ■4台


