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とかち豚丼 夢の蔵
■社名：同上
■会員名：高橋利幸
■営業時間：11:00～20:00月曜は14:00まで
■TEL：0155-37-9800
■住所：帯広市西23条北1丁目5番地
■URL：yumeno-kura.com/
■ジャンル:豚丼専門店
■予算:850円■席数:88■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:88
■代行サービス:無し
■オススメのコース：炭焼き豚丼 850円
■会員への特典：肉大盛り(300円分)無料 1組4名まで 注文
時に声掛け下さい
■お店から一言：十勝名物の豚丼専門店です。専門店だから
こそできるこだわりが詰まった一杯を是非食べに来てくださ
い。

松久園
■社名：松久園
■会員名：松久 大樹
■営業時間：11:00～17:00
■TEL：0155-65-2321
■住所：芽室町美生1線20
■URL：http://nijimasu.net
■ジャンル:和食
■予算:1000円～3000円■席数:40■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:水■駐車場:40
■代行サービス:
■オススメのコース：
■会員への特典：
■お店から一言：敷地内で養殖されたニジマスをすぐに調
理。圧倒的な鮮度がウリです。

十勝北海道生産者直送 宴の一心
■社名：(株)エイムカンパニー
■会員名：佐藤慎吾
■営業時間：17:00～3:00
■TEL：0155-67-4970
■住所：帯広市西2条南9丁目16番地18
■URL：http://www.aimcompany.info/
■ジャンル:居酒屋
■予算:3000〜4000円■席数:80席■個室:あり
■禁煙席:なし■定休日:年中無休■駐車場:
■代行サービス:
■オススメのコース：1番人気！プレミアム焼酎多数120分飲
放題付！満喫3,980円コース（全8品）
■会員への特典：サービス有り
■お店から一言：十勝の生産者の厚い想いのこもった十勝産
の『採れたて野菜』『浜値鮮魚』『超新鮮な厳選肉』を赤字覚悟
でご提供！『十勝の素晴らしさを世界に伝える！』を目的と
し、十勝の自然の恵みを存分に活かしたメニューをご提供し
ております。【十勝芽室町産超甘い人参】【十勝産ホクホクじゃ
がいも】【十勝産こだわり長芋】【十勝産甘み＆旨味の玉ねぎ】
【厚岸津田水産直送！鮮度抜群の牡蠣】【厚岸津田水産直
送！牡蠣】【十勝広尾産ししゃも】【十勝広尾産いかの一夜干】
等十勝の旨いものが勢ぞろい！すべて自信をもっておススメ
できる超新鮮素材＆丁寧な調理を行っております。自慢のお
料理満喫のプレミアム焼酎多数含む120分飲放題付！宴会
コース3,480円〜ご用意しておりますので、各種ご宴会に◎！
最大60名様！6名様用＆8名様用個室有り！帯広で宴会なら
『宴の一心』で決まり
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海鮮 蔵
■社名：有限会社バンブー
■会員名：中山 浩介
■営業時間：11:00～14:3017:00～23:00(LO22:00)
■TEL：0155-31-0299
■住所：音更町木野大通西7丁目1番地
■URL：
■ジャンル:居酒屋,和食, 寿司, 鍋
■予算:昼1000円前後 夜3000～4000円■席数:1階82席2階
和室宴会場■個室:あり
■禁煙席:■定休日:月■駐車場:60台
■代行サービス:ご飲酒されたお客様にあさひ代行様の1000
円割引券を発行
■オススメのコース：宴会料理（2時間の飲み放題付）4320円
～ご予算に合わせて承ります
■会員への特典：
■お店から一言：お昼も前日までにご予約頂ければお弁当の
ご用意が出来ますので、打合せ等にどうそご利用下さいま
せ。

農家バル FOODBABY
■社名：㈱松橋農場
■会員名：㈱松橋農場
■営業時間：18:00～24:00
■TEL：0155-94-3976
■住所：帯広市西2条南9丁目20-1ﾒﾝｾﾚﾋﾞﾙ2F
■URL：http://www.nouka-bar.com/
■ジャンル:居酒屋
■予算:3000～4500円■席数:50■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:不定休■駐車場:なし
■代行サービス:5000円につき1時間分の駐車券(指定駐車
場､1台分)
■オススメのコース：現在105件の十勝農家から毎日届く食材
を利用した肉・野菜・チーズの地元料理がおすすめ
■会員への特典：各種(5000円6000円)宴会コースが1000円
割引
■お店から一言：当店は、地元農家をコンセプトにしたお店で
す。管外、道外からの大切なお客様、ご友人様に十勝食材の
素晴らしさをお伝えできるよう毎日営業しておりますので是非
ご利用ください。

ふじもり本店
■社名：株式会社 藤森商会
■会員名：株式会社 藤森商会
■営業時間：11:00～21:00
■TEL：0155-26-2226
■住所：帯広市西2条南11丁目8番地
■URL：http://www.fujimori-kk.co.jp/
■ジャンル:和食, カレー,洋食・西洋料理
■予算:1000～5000■席数:150席■個室:あり
■禁煙席:あり■定休日:火■駐車場:15台
■代行サービス:
■オススメのコース：宴会コース「藤」コース お一人様5000
円、「森」コース お一人様4500円。10人様ごとに十勝ワイン
若しくは冷酒1本プレゼント。
■会員への特典：
■お店から一言：少人数から各種会合・宴会など、最大100名
様まで収容。ご利用をお待ちしております。

柳月 トスカチーナ店
■社名：株式会社 柳月
■会員名：田村 昇
■営業時間：ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ:11:00～21:00(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ20:00)､菓
子店舗:9:30～20:00
■TEL：0155-38-3966
■住所：帯広市西18条南5丁目45-2(弥生新道沿)
■URL：http://www.ryugetsu.co.jp/
■ジャンル:イタリアン・フレンチ
■予算:900円～1,500円■席数:100席■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:54台
■代行サービス:
■オススメのコース：お昼のおすすめ：Aセット 前菜+パスタ+
ドリンクで1,280円（税込）、夜のおすすめ：ルーナセット 自家
製ドレッシングのサラダ+前菜+パスタ+ケーキorミニパフェ+ド
リンクで1,690円（税込）
■会員への特典：
■お店から一言：パスタやデザートのセットメニューを豊富に
取り揃えております！
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カレーショップインデアン まちなか店
■社名：株式会社 藤森商会
■会員名：株式会社 藤森商会
■営業時間：11:00～22:00
■TEL：0155-20-1818
■住所：帯広市西2条南10丁目
■URL：http://www.fujimori-kk.co.jp/indian/
■ジャンル:カレー
■予算:421～1000円■席数:36■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:3台
■代行サービス:
■オススメのコース：インデアンカレー 421円
■会員への特典：
■お店から一言：十勝管内10店舗 ・まちなか店 帯広市西2
条南10丁目 0155-20-1818 ・西21条店 帯広市西21条南2
丁目 0155-36-7979 ・西18条店 帯広市西18条北1丁目
0155-41-5700 ・東5条店 帯広市東5条南12丁目 0155-
35-9197 ・長崎屋帯広店 帯広市西4条南12丁目 0155-21-
7715 ・MEGAドン・キホーテ店 帯広市西21条南4丁目 0155
-41-5766 ・みなみ野店 帯広市西17条南36丁目 0155-47-
1311 ・札内店 幕別町札内共栄町 0155-21-3033 ・音更
店 音更町木野大通東16丁目 0155-30-2139 ・芽室店 芽
室町東めむろ3条南1丁目 0155-61-3838釧路管内10店舗
・愛国店 釧路市愛国東1丁目 0154-36-0011 ・あさひ町
店 釧路市川上町9丁目 0154-21-8885

レストランバイプレーン
■社名：株式会社ふく井ホテル
■会員名：株式会社ふく井ホテル
■営業時間：11:30～14:00 17:00～21:00(l.o.)
■TEL：0155-25-1717
■住所：帯広市西1条南11-19ふく井ﾎﾃﾙ2F
■URL：http://www.fukuihotel.co.jp/restaurant/
■ジャンル:イタリアン・フレンチ, 宴会・カラオケ・エンターティメ
ント
■予算:ﾚｽﾄﾗﾝ3000円～ 宴会場4000円～■席数:ﾚｽﾄﾗﾝ52
席･宴会場20席と48席■個室:あり
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:55台(宿泊優先の
為､満車の場合有)
■代行サービス:
■オススメのコース：フリードリンク120分1500円～
■会員への特典：ご予算のご相談 おうかがいします
■お店から一言：クラス会も２次会までお承ります

焼肉バイキング フード・スタジアム本店
■社名：株式会社ルーキーファーム
■会員名：
■営業時間：11:30～21:45
■TEL：0155-28-5656
■住所：帯広市西4条南31丁目1-2
■URL：http://www.rookyfarm.com/
■ジャンル:焼き肉・ホルモン・鉄板焼き
■予算:2000～3500■席数:200■個室:あり
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:共有大駐車場
■代行サービス:
■オススメのコース：お得な飲み放題やボウリングパックの
コースがございます。
■会員への特典：
■お店から一言：わかりやすい定額料金システムで、幹事さ
ん楽々です。

焼肉バイキング フード・スタジアム木野店
■社名：株式会社ルーキーファーム
■会員名：
■営業時間：焼肉ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ･ｽﾀｼﾞｱﾑ 木野店
■TEL：0155-31-9141
■住所：帯広市音更町木野大通り東10丁目2
■URL：http://www.rookyfarm.com/
■ジャンル:焼き肉・ホルモン・鉄板焼き
■予算:2000～3500■席数:200■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:共同大駐車場
■代行サービス:
■オススメのコース：お得な飲み放題やボウリングパックの
コースがございます。
■会員への特典：
■お店から一言：定額料金で、幹事さん楽々です。
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紫竹ガーデン
■社名：有限会社 紫竹ガーデン 遊華
■会員名：隈本 かずよ
■営業時間：08:00～18:00
■TEL：0155-60-2377
■住所：帯広市美栄町西4線107番地
■URL：http://shichikugarden.com
■ジャンル:バイキング（ビュッフェ）
■予算:1500円～■席数:160■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:30台
■代行サービス:
■オススメのコース：朝食ビュッフェ 大人1500円、子ども800
円 朝8:00-10:00要予約（前日まで）
■会員への特典：
■お店から一言：4/15-11月末は、お花畑で朝食はいかがで
しょう。花に囲まれ憩いのひとときを。入場料は別途大人800
円が必要。冬期間は入場無料（12月1日～4月14日まで）

ウエスタン本店
■社名：株式会社 ウエスタン
■会員名：
■営業時間：11:00～21:45
■TEL：0155-48-0129
■住所：帯広市西13条南27丁目4-3
■URL：http://www.western-v.co.jp
■ジャンル:焼き肉・ホルモン・鉄板焼き
■予算:1980円～3240■席数:184■個室:なし
■禁煙席:あり■定休日:年中無休■駐車場:60
■代行サービス:
■オススメのコース：アルコール付食べ飲み放題コースもあり
ます
■会員への特典：
■お店から一言：焼肉・お寿司・サラダ・デザート・パンなど
100種類以上のメニューが並び、選ぶ楽しさも味わえます。

十勝スロウフード
■社名：（有）十勝スロウフード
■会員名：藤田 惠
■営業時間：10:00～17:00
■TEL：0156-63-3011
■住所：清水町御影499-8
■URL：http://www.gyutoro.com/
■ジャンル:牛とろフレークなど肉製品の販売
■予算:3000円■席数:なし■個室:なし
■禁煙席:なし■定休日:祝日■駐車場:10台
■代行サービス:
■オススメのコース：
■会員への特典：
■お店から一言：日曜日も休日です。夏期、冬期休暇あり


