
令和4年７月１日～令和４年９月３０日まで

住　　　所 参　加　店 電話番号

ラーメン・中華 大通１２丁目 麺やぼうず 本店 42-2202

新通２０丁目 麺やぼうず 新通店 42-7008

新通北１丁目 羅阿麺亭 42-2733

木野大通西１１丁目 らーめんの力屋亭 30-0707

木野大通東８丁目 ラーメンハウス三平 木野店 31-7052

新通7丁目 拉麺グレープ 090-5987-1124

木野大通東１７丁目 めん吉 音更木野店 30-8780

木野大通西１２丁目 麺屋からなり 音更店 66-5480

北鈴蘭南２丁目 五春

木野大通西１７丁目
ダイイチOK店内 美珍楼音更ＡＮＮＥＸ 31-7232

木野大通西4丁目 麺や虎鉄 音更店 66-4429

木野大通西１１丁目 味の時計台 音更店 30-3966

木野大通東１９丁目 ら～めん さぼりや 29-2219

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 らぁめん 藤

十勝川温泉北１５丁目 麺処 田楽 46-2337

十勝川温泉南１４丁目 観月苑 麺処 麦 46-2001

そば・うどん 木野西通１３丁目 蕎麦 二天 30-0210

木野大通東１０丁目 そば工房 ふたば 66-5483

大通9丁目 そば盛 42-2620

木野大通西１５丁目 十勝山賊うどん音更店 32-5665

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 うどん 麦笑 壱咲 66-8686

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 そばや 然
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居 酒 屋 大通４丁目 和食処 あぶらびれ 66-5677

大通４丁目
４丁目プラザＢ１

みもと 66-9868

木野大通西４丁目 炉ばた 一休 31-1837

木野大通西７丁目 海鮮 蔵 31-0299

北鈴蘭南２丁目 酒宴厨房 はく 67-8284

木野大通東１６丁目 山の猿 音更店 43-5001

すずらん台仲町1丁目 虎豚 66-5596

緑陽台仲区30 炭火串焼き うさぎ 30-0158

焼肉・焼鳥 木野大通東１0丁目 焼肉の虎 木野店 31-9141

木野西通９丁目 焼肉ハウス 大 31-4029

木野大通東１１丁目
焼肉だいじゅ園
木野大通東店

30-1129

木野大通西9丁目 鳥せい音更木野店 31-2989

木野大通東６丁目 田丸屋 31-7530

木野大通西１４丁目 味覚園 音更店 32-2266

大通４丁目 とりせい 42-2325

宝来西町南２丁目 焼肉 しぶさん 30-6601

新通２丁目 蒙古園 42-2979

木野西通１２丁目
焼肉バイキング
ウエスタン木野店

31-0129

すずらん台仲町１丁目 ステーキ&バー ヒーロー 090-1640-0787

緑陽台仲区22 鶏料理伊藤緑陽台店 31-5424

字豊田西2線7 平和園　士幌店 43-2363

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 ＳＫＹＰＩＥＡ　 66-9934

十勝川温泉北１３丁目 大地の匠 67-1129
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カフェ・喫茶 木野大通西13丁目 Ｌｏｗ ｃａｆｅ 67-7266

木野大通東４丁目 パスタ＆カフェ ふぅ 090-1387-5870

木野新町１丁目 caf'e Jorro 30-6617

木野西通１３丁目 木野珈琲 30-0451

木野大通西７丁目1
ハピオ木野内

珈琲専科ヨシダ ハピオ店 31-3688

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

木野大通西13丁目 ｃａｆｅ Ｃontril 66-4411

木野西通15丁目 ブラジルカフェＢＯＮ 30-5157

木野西通15丁目
音更文化センター内 ｃａｆｅ おんおーる 080-2397-3059

新通北1丁目 カシオペイアコーヒー店 090-1640-0787

新通７丁目 ＴＥＡ ＳＨＯＰ 勇三 42-0055

大通１１丁目 喫茶はっぴぃ～ 42-2400

大通5丁目 caf'e カラ奏音 29-1391

中鈴蘭北6丁目 喫茶 シェルプール 31-3436

南鈴蘭南5丁目 Tomo's Coffee 30-9063

字東音更西３線７ シュガーハウス ＋Ｃａｆｅ 42-0087

宝来本通６丁目
丸美ケ丘温泉ホテル
　　喫茶コーナー

31-6161

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

十勝川温泉南14丁目 観月苑ラウンジ 渡月 46-2001

イタリアン 木野大通西14丁目 ラ・ステラポラーレ 66-7030

木野大通東19丁目 ＤＩＯＮＥ 67-8858

大通４丁目 Ｎａｔｕｒａｌｅ（ナチュラーレ） 66-5565

十勝川温泉北14丁目
道の駅ガーデンスパ十勝川温泉内

十勝のピザ＆パスタ
ターブルベジ

67-1299
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寿 司 大通１０丁目 誠寿し 42-3597

木野大通東４丁目 清寿司木野店 31-0785

木野大通西１１丁目 回転寿司 まつりや音更店 67-4767

十勝川温泉南１４丁目 江戸金 46-2315

食 堂 大通６丁目 市丸食堂 42-2073

レストラン 大通６丁目 十勝ぶただん 42-8129

お好み焼き 新通６丁目 七飯食堂 42-1693

新通２０丁目 豚丼のかしわ 67-4466

木野大通東４丁目 とみの食堂 31-6767

木野大通東10丁目 とんかつ あらや 30-0851

木野大通東１６丁目
ぴあざフクハラ音更店内

カレーショップインデアン音更店 30-2139

木野大通西１１丁目 お好み焼 道とん堀 音更店 32-5700

木野西通１２丁目
スパゲティーとカレーの店
Batta（バッタ）

29-4003

木野大通東１３丁目 SNOW FLAKE 66-7322

木野西通17丁目
ホテル鳳の舞内 ごはん屋  塒 66-6567

宝来仲町南２丁目 御食事処　楽 66-6837

字音更西２線９ ホクレン十勝 家畜市場食堂部

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 洋食　プチジョア 66-8986

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内

豚丼のぶたはげ
道の駅おとふけ店

67-0585

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 和の実　榊 65-0978

十勝川温泉北15丁目 笹井ホテル 湯の華殿 46-2211

十勝川温泉南１4丁目 富士ホテル レストラン楽 46-2201

十勝川温泉南１７丁目 とかちの宿 田園 お食事処 46-2320

十勝川温泉北9丁目
ホテルテトラリゾート十勝
川　レストラン トカプチ

46-2177

十勝川温泉北14丁目 ウェルカムハナック売店 46-2315

十勝川温泉北１3丁目 こむぎばたけ 46-2468

十勝川温泉北14丁目
道の駅ガーデンスパ十勝川温泉内 からあげハウス 080-6063-9202
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菓子・パン 下音更北９線西１８
柳月スイートピアガーデン
喫茶　（店内飲食のみ）

32-3366

新通６丁目 ソフトクリームＨＯＵＳＥ 42-0280

大通５丁目 Ｃｈｅｅｓｅ Ｃａｋｅ 一厘 29-4809

木野大通東１3丁目 SWEETS FACTORY GREEN 30-3751

木野大通東１0丁目 ユトリベルグ 木野店 30-6166

然別北５線西３３ あさねぼうのベッカライ 30-3833

木野大通西１3丁目 はるこまベーカリー～はなれ～ 66-7034

木野大通西１７丁目
ダイイチOK店内 満寿屋商店　音更店 30-4659

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 満寿屋商店 みちます 67-4630

なつぞら2番地
道の駅おとふけ内 茶屋　グリーン 67-6500

十勝川温泉北15丁目 道の駅
ガーデンスパ十勝川温泉内 よりみちベーカリー 46-2231

スナック・バー 南鈴蘭南２丁目 スナック イフ 30-3113

北鈴蘭南１丁目 スナック 酔ing 30-2203

木野大通東６丁目 カラオケスナック  歌凛 30-3232

木野大通東６丁目 カラオケスナック 都 090-6260-9449

大通４丁目 ｍaru 080-1973-4366

駒場本通３丁目 茶房遊舎 44-2580

十勝川温泉南１４丁目 観月苑 倶楽部 響 46-2001


