
問い合わせ先：音更町商工観光課商工労政係　TEL：42-2111（内732・735）／FAX：42-2696

参加店舗一覧参加店舗一覧参加店舗一覧参加店舗一覧
おとふけ飲食店応援クーポン券

ラーメン・中華
麺やぼうず　本店

大通１２丁目 42-2202

麺やぼうず　新通店

新通２０丁目 42-7008

羅阿麺亭

新通北１丁目 42-2733

らーめんの力屋亭

木野大通西１１丁目 30-0707

ラーメンハウス三平 木野店

木野大通東８丁目 31-7052

✂ 切り取ってご利用ください ✂

クーポン券クーポン券
500円500円500円500円

おとふけ飲食店応援おとふけ飲食店応援

おとふけ飲食店

応援クーポン券
おとふけ飲食店

応援クーポン券

・当事業に参加している町内飲食店で、使用が可能となります。おとふけ飲
食店応援クーポン参加店舗一覧をご覧ください。

・密集・密接となるような団体でのご利用は、お控えください。

（クーポン券の使用上の注意）（クーポン券の使用上の注意）

クーポン券クーポン券
500円500円500円500円

おとふけ飲食店応援おとふけ飲食店応援

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、町内の飲食店では大きな打撃を受け
ています。
　飲食店を少しでも応援するために、参
加店舗で使用できる飲食クーポン券を発
行しましたので、町民の皆さんで食べて
飲食店を応援しましょう。

気になっていたあのお店に行ってみようかな～

気になっていたあのお店に行ってみようかな～

発行：音更町

使用期限：令和2年9月30日
◆クーポン券でのお会計には、釣り銭をお渡しできません。
◆1度のお会計で複数枚ご利用可能ですが、多くの飲食店
を応援するため、できるだけ別々なお店でのご利用を
お願いします。
◆不足分はご負担をお願いします。 発行：音更町

使用期限：令和2年9月30日
◆クーポン券でのお会計には、釣り銭をお渡しできません。
◆1度のお会計で複数枚ご利用可能ですが、多くの飲食店
を応援するため、できるだけ別々なお店でのご利用を
お願いします。
◆不足分はご負担をお願いします。

クーポン券クーポン券

500円500円500円500円

おとふけ飲食店応援
おとふけ飲食店応援

発行：音更町

使用期限：令和2年9月30日◆クーポン券でのお会計には、釣り銭をお渡しできません。
◆1度のお会計で複数枚ご利用可能ですが、多くの飲食店を応援するため、できるだけ別々なお店でのご利用をお願いします。
◆不足分はご負担をお願いします。

らぁめん創房 藤

木野大通東１０丁目 30-1010

めん吉 音更木野店

木野大通東１７丁目 30-8780

麺屋からなり 音更店

木野大通西１２丁目 66-5480

五春

北鈴蘭南２丁目

麺処 田楽

十勝川温泉北１５丁目 46-2337

麺や虎鉄 音更店

木野大通西4丁目 66-4429

味の時計台 音更店

木野大通西１１丁目 30-3966

ら～めん さぼりや

木野大通東１９丁目 29-2219

めんやべえた（麺屋兵衛太）

木野大通東９丁目

十勝川温泉 第一ホテル
麺や 雫音

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

観月苑　ラーメン 麦

十勝川温泉南１４丁目 46-2001

中華バイキング 桃花
木野大通西１９丁目
音更道の駅２Ｆ 30-2302

富士ホテル　レストラン楽

十勝川温泉南１４丁目 46-2201

ホリデーインホテル十勝川
レストラン

十勝川温泉南１６丁目 46-2555

とかち宿　田園　お食事処

十勝川温泉南１７丁目 46-2320

ウエルカムハナック売店

十勝川温泉北１４丁目 090-3396-4402

ホクレン十勝　家畜市場食堂部

字音更西２線９

スパゲティとカレーの店
バッタ

木野西通１２丁目 29-4003

菓子・パン
柳月スイートピアガーデン店

下音更北９線西１８ 32-3333

ソフトクリームＨＯＵＳＥ

新通６丁目 42-0280

Ｃｈｅｅｓｅ Ｃａｋｅ 一厘

大通５丁目 29-4809

ＳＷＥＥＴＳ ＦＡＣＴＯＲＹ 
GREEN

木野大通東１３丁目 30-3751

満寿屋商店　音更店
木野大通西１７丁目
スーパーOK内 30-4659

よりみちベーカリー
十勝川温泉北１４丁目
ガーデンスパ十勝川温泉内 46-2233

はるこまベーカリー～はなれ～

木野大通西１３丁目 66-7034

スナック・バー
スナック　イフ

南鈴蘭南２丁目 30-3113

スナック　酔ｉｎｇ

北鈴蘭南１丁目 30-2203

スナック　みち

大通４丁目 42-2351

カラオケスナック  歌凛

木野大通東６丁目 30-3232

茶房遊舎

駒場本通３丁目 44-2580

十勝川温泉 第一ホテル
バー ウイズ

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

三余庵　Ｂａｒ 道草

十勝川温泉南１３丁目 32-6211

笹井ホテル
スナック キャノン

十勝川温泉北１５丁目 46-2211

観月苑　倶楽部 響

十勝川温泉南１４丁目 46-2001

※順不同　 取扱店の最新情報は商工会のホームページhttp://www.otofuke.jpでご確認下さい。

おとふけ飲食店応援クーポン券 使用時のお願い

みんなで感染リスクの低減を図りながら、
飲食店を応援しよう！

1　�来店前に自宅等で体温測定や体調確認を行い、発熱や風邪
　　症状など、体調不良の場合は、お店の利用を控えましょう。

2　�来店するときは、マスクを着用しましょう。

3　手指消毒と手洗い、咳エチケットを実施しましょう。



そば・うどん
蕎麦 二天

木野西通１３丁目 30-0210

そば工房 ふたば

木野大通東１０丁目 66-5483

そば盛

大通９丁目 42-2620

十勝山賊うどん音更店

木野大通西１５丁目 32-5665

居酒屋
和食処 あぶらびれ

大通４丁目 66-5677

みもと
大通４丁目
４丁目プラザＢ１ 66-9868

炉ばた 一休

木野大通西４丁目 31-1837

海鮮 蔵

木野大通西７丁目 31-0299

つぼ八・つぼっち音更店

木野大通西１１丁目 30-3881

ダイニング ろく

宝来仲町南１丁目 090-6875-6202

酒宴厨房 はく

北鈴蘭南２丁目 67-8284

炭火串焼き うさぎ

緑陽台仲区３０ 30-0158

山の猿音更店

木野大通東１６丁目 43-5001

焼肉・焼鳥
焼肉ハウス 大

木野西通９丁目 31-4029

焼肉だいじゅ園 木野大通東店

木野大通東１１丁目 30-1129

大地の匠

十勝川温泉北１３丁目 67-1129

しあわせ田丸屋

木野大通東６丁目 31-7530

焼肉 しぶさん

宝来西町南２丁目 30-6601

平和園士幌店

字豊田西２線７ 43-2363

味覚園 音更店

木野大通西１４丁目 32-2266

とりせい

大通４丁目 42-2325

鳥せい音更木野店

木野大通西９丁目 31-2989

カフェ・喫茶
caféカラ奏音 KaNaNe

大通４丁目
４丁目プラザ2Ｆ 29-1391

パスタ＆カフェ ふぅ

木野大通東４丁目 090-1387-5870

cafe Jorro

木野新町１ 30-6617

THE N３ CAFE

南鈴蘭北３丁目 30-0303

ごはんｃａｆｅ 茶の間
木野大通東１６丁目
ぴあざフクハラ音更店 67-1615

Low Café 
木野大通西13丁目
クロスタウンおとふけ内 67-7266

シュガーハウス ＋Ｃａｆｅ

字東音更西３線７ 42-0087

珈琲専科ヨシダ ハピオ店
木野大通西７丁目 
ハピオ木野 31-3688

ｃｏｃｏｎａ 音更店

木野大通西４丁目 66-5884

喫茶 シェルプール

中鈴蘭北６丁目 31-3436

ＴＥＡ ＳＨＯＰ 勇三

新通７丁目 42-0055

木かげのカフェ
十勝川温泉北１４丁目
ガーデンスパ十勝川温泉内 46-2447

木野珈琲

木野西通１３丁目 30-0451

喫茶はっぴぃ～

大通１１丁目 42-2400

十勝川温泉 第一ホテル
足湯テラス　はるにれ

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

観月苑　ラウンジ 渡月

十勝川温泉南１４丁目 46-2001

丸美ケ丘温泉ホテル
喫茶コーナー

宝来本通６丁目 31-6161

イタリアン
ラ ・ステラポラーレ

木野大通西１４丁目 66-7030

ターブルベジ
十勝川温泉北１４丁目
ガーデンスパ十勝川温泉内 67-1299

イタリアン あぶらびれ

大通４丁目 66-5565

寿司

誠寿し

大通１０丁目 42-3597

清寿司木野店

木野大通東４丁目 31-0785

回転ずし 羽衣亭音更店

木野大通西８丁目 32-5353

まつりや音更店

木野大通西１１丁目 67-4767

江戸金

十勝川温泉南１４丁目 46-2315

食堂・レストラン・
お好み焼き

市丸食堂

大通６丁目 42-2073

十勝ぶただん

大通６丁目 42-8129

七飯食堂

新通６丁目 42-1693

豚丼のかしわ

新通２０丁目 67-4466

えどや

新通北１丁目 42-6221

食事處 大阪

駒場本通５丁目 44-2248

とみの食堂

木野大通東４丁目 31-6767

とんかつの店かつげん

宝来仲町南２丁目 30-1011

ステーキ&バー ヒーロー

すずらん台仲町１丁目 090-9085-0198

カレーショップインデアン音更店

木野大通東１６丁目 30-2139

お好み焼 道とん堀 音更店

木野大通西１１丁目 32-5700

十勝川温泉 第一ホテル
鉄板焼　樹氷

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

十勝川温泉 第一ホテル
倶楽部ダイニング 十勝

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

十勝川温泉 第一ホテル
割烹 山の湖

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

十勝川温泉 第一ホテル
レストラン 木もれび

十勝川温泉南１２丁目 46-2231

からあげハウス
十勝川温泉北１４丁目
ガーデンスパ十勝川温泉内 080-6063-9202

笹井ホテル
レストラン 湯の華殿

十勝川温泉北１５丁目 46-2211

十勝川国際ホテル筒井
お食事処

字長流枝１番地 46-2301


