2021.12.16

＊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。
＊表示価格は、税込価格です。
＊1枚1回限り有効、複写での使用不可。

No.532

はさみで切り取って各店へお持ちください。

2000円以上のご飲食で
お会計から

２０％引き

地域に根ざして創業37年。そば、定食をはじめ寿司・天ぷら・居酒屋
メニューも豊富！おひとり様からファミリーまでお楽しみいただけます。

そば・寿し・居酒屋

更科本家

北 31 条東 7 丁目 2-15 011-723-7588
11時～22時 定休日/月曜日

あり

※12/31は18時迄、年始は1/5より営業します。

お 持 ち帰りで ５％ＯＦＦ！

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☆☆☆

【廃車特別買取】
1500cc以上：3万～10万円 1500cc以下：2万～10万円
軽自動車：1万～5万円

本年もご利用いただきましてありがとうございました。来年も
どうぞよろしくお願いいたします。ご来店お待ちしております。

あ や め
【本 店】 北33条東13丁目1-20 011-721-2700
道産小麦使用
自家製麺のラーメン店

6台
11 時～ 15 時 /17 時～ 21 時 定休日 / 火曜日

初めてのお客様 カット４０％ＯＦＦ １７１５円
パーマ２０％ＯＦＦ(オール込)４４８５円～

＊1 グループ 1 枚限り有効
※他券併用不可

有効期間

12/16

2021年

1/19

2022年

＝本券と引換えで＝

車買取 ＭＭＳ札幌
北 31 条東 6 丁目 3-12-103 742-4321
受付時間：10時～19時 （営業部 梅田まで）
＊お一人様 1 枚限り有効

有効期間

12/16

2021年

1/19

2022年

商品お買上げのお客様に
新発売の いちごハート（160円）

みその花園
北25条東8丁目2-6
011-702-7641 あり
午前 9 時 30 分～午後 6 時（12/31日は午後 3 時迄）
※12/31迄営業、1/1～4は休業

＊一部対象外もあります。

有効期間

12/16

2021年

▲

1/19

７３１・０２４８

【車の人情買取り】
廃車（抹消）手続き6500円 ⇒ 無料

※12/31、元日は休業、1/2より営業します。

2022年

FAX

企画制作・発行 ㈲北海道新聞厚地販売所 〒065-0031札幌市東区北３１条東１２丁目１-５

▲

12/17

2021年

７３１・０２５５

TEL

①４名以上のご来店で１杯無料 ※４杯以上の注文時に限る
②自家製チャーシュー プレゼント ※約１００ｇ （数量限定）
③大盛りサービス ※ご注文の数 何杯でもＯＫ!!

▲

有効期間

▲

＊1枚で1グループ有効

掲載お申込は

1/19

2022年

《年末年始 大感謝祭》

上記以外の方 ……… カットorパーマ １０％ＯＦＦ

食器洗い用（メガネも洗える）中性洗剤600㎖
1本プレゼント ※商品を購入する必要はありません

〔年末年始の休業〕12 月 31 日～ 1 月 4 日
新年は 1 月 5 日より営業いたします。

有名ブランドフレーム30～40％ＯＦＦ、
レンズ50～70％ＯＦＦ
日本一の安さを追及したメガネ店です。

当店自慢の焼きたてパンと16席のカフェスペースでおも
てなし！ 毎週水曜日は「ショコラの日」で50円引きです。

本券ご持参で整髪された全ての方１回…１等：500円引き
２等：300円引き ３等：スタンプ3つ ※ハズレなし

美容室 来 人

メガネ 21 札幌元町店

スワンカフェ＆ベーカリー

理容室 Ｈａｉｒ Ｃｕｔ Ｓｐａｃｅ ゴラッソ

北 30 条東 7 丁目バス通 011-753-5078〈予約優先〉
午前10時～ 定休日/火曜日、第3月・火・水連休 あり

１０％ＯＦＦクーポン
（6名様まで）
こだわりの美味しいステーキと新鮮サラダバーを
どうぞご賞味くださいませ！
テイクアウトも実施中です！

有効期間

12/16

2021年

1/19

2022年

人気ラーメン店を支える麺専門メーカーの工場直売品

1000円以上のご購入で １００円引き

フル カ ラ ー ３００３円
根 元 カ ラ ー ２２３３円
〈シャンプー付〉１２６５円 カラー剤持ち込み １６５０円
カット

行列のできる人気ラーメン店の商品をアウトレット価格
（最大 50％引き）で販売します。
ＬＩＮＥ友だち募集中 !! お得なサービスがいっぱい。

【土曜日限定開催】

北30条東7丁目2-18 ハッピー向い 011-594-8590
10 時～ 17 時【予約優先】定休日/月曜・第1第 3火曜日
※12/31～1/4は休業
有
＊お一人様 1 枚限り有効
※カット、
持ち込み、
他券併用不可

有効期間

12/16

2021年

1/19

2022年

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〉

工場直売

カネジンショップ

北 28 条東 8 丁目 1-3
011-753-1157
あり
営業日：毎週土曜日 10時～16時 ※年内12/25迄、新年1/8より営業
＊お一人様 1 枚限り有効
※他券併用不可

有効期間

12/18

2021年

1/15

2022年

あご入り「鰹ふりだし」お買い上げの方、
道新オリジナルクリアファイル プレゼント

北26条東15丁目1-40ローヤルハイツ26 1階 011-838-8945
午前9時～午後7時
（予約優先）定休日/水曜日・第3木曜日
ご予約時に「クーポンあり」とお申しつけください。
2台
＊お一人様 1 枚限り有効
※他サービス併用不可

有効期間

12/17

2021年

1/18

2022年

Ｅｎｅｋｅｙ お申込みで
ＢＯＸティッシュ ３箱
プレゼント!!
＊ クーポン持参の方に限ります ＊

………… 《 Ｅ ｎｅｋｅｙ 受 付 中 》 …………
・お持ちのクレジットカードで登録できます。
・クレジット価格よりさらに１円引き！
・決済を安くスピーディーに。
ＱＲコードを読み込んで■■■■■➡
ＬＩＮＥ友だち登録(無料)すると
クーポンや情報が届いて超お得！
！

・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～）

ご好評につき在庫販売しております！１袋（30パック入り）
税込1080円。
電話注文にて配達もいたします。

大塚ふ とん店

道新厚地販売所

㈱三ッ輪商会 ＥｎｅＪｅｔ 北33条店

北 22 条東 17 丁目 1-23
011-781-5326
午前 10 時～午後 6 時 定休日 /日・祭日 ■4 台

北 31条東 12 丁目1-5
731-0255
受付:月～土 9 時～20 時 日祝日 9 時～ 18 時

北33条東7丁目3-12 748-3120
受付時間：午前9時～午後6時

12/16

2021年

1/19

2022年

＊電話でのご注文の場合は
「クーポンあり」とお申しつけください

有効期間

12/16

2021年

1/19

2022年

※他券併用不可

＊お一人様 1 枚限り有効

有効期間

12/16

2021年

▲

有効期間

▲

1/19

2022年

＊お一人様 1 枚限り有効

ヘアカラー ２００円引き

▲

▲

12/16

1/19

2022年

▲

北 30 条東 20 丁目 3-3
011-780-2005
平日：11時～22時30分 土・日・祝日:10時～22時30分
2021年

12/17

2021年

▲

ステーキガスト 札幌新道店
有効期間

有効期間

カラー専門 クローバー北30条店

……………………………………………………………
●1会計で1回、6名様までご利用いただけます。
●税込み金額からの割引となります。
●売店商品・お持ち帰り・宅配ではご利用いただ
けません。
●オーナー様割引券・家族優待券・他の％割引券
との併用はできません。
●22時から5時までのご注文には、深夜料金とし
て10％加算させていただきます。
●当店のみでご利用いただけます。

＊クーポンは予告なく変更または
中止となる場合があります。

※12/31～1/2は休業

＊お一人様1枚、
1回限り有効

北 37 条東 9 丁目 2-19 011-721-7000
7時30分～18時（土・日は7時30分～16時）定休日/祝日

▲

1/16

2022年

▲

12/16

2021年

ハーベストガーデン札幌店
▲

有効期間

▲

送迎・出張・カード・有
＊お一人様 1 枚限り有効、コピー可

北 31 条東 16 丁目 1-8 011-299-9621 4 台あり
午前10時～午後7時 定休日/毎週木曜日

その場で使える スピードくじ!!

プレゼント!!

1/19

2022年

