創成おさんぽMAP
札幌市民交流プラザ メンバーズ特典提供店一覧
対象期間：2018.10.6（土）～2019.3.31（日）
※特典を受ける際は、必ず「札幌市民交流プラザメンバーズ」会員証をご提示ください。WEB会員の方はWEB会員証（携帯画面か印刷したもの）をご提示ください。
※その他サービス・割引との併用はできません。
※指定がない場合、原則会員本人のみ対象です。
MAP番号

店名

住所

電話番号

特典アイコン

特典

条件

営業時間

定休日

飲食店
5 野菜バル Mahalo

札幌市中央区北4条西3丁目1-17
（コバルドオリ）

011-596-9038

飲食サービス

ソフトドリンク1杯サービス

ご飲食の方

11:00～23:00

なし

7 奥芝商店 駅前創成寺

札幌市中央区北4条西1丁目１
ホクレンビルB1

011-207-0266

飲食サービス

ラッシー1杯サービス

ご飲食の方

11:00～22:00 LO21:00

不定休

10 マンマペルテ

札幌市中央区北2条西3丁目1-20
sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）B１

011-252-3737

割引

会計より5％割引

11:00～23:00 LO22:30

なし

11 BISTRO BON

札幌市中央区北2条西3丁目1-20
sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）1F

011-211- 4158

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ランチタイムにご飲食の方

L11:30～14:00 LO13:30
D17:00～23:00 フードLO22:00、ドリンクLO22:30

なし

12 ミアボッカ 北2条店

札幌市中央区北２条西３丁目
sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）2F

011-211-6585

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ご飲食の方

L11:00～15:00 LO14：30 ／ D17:00～23:00
LO22:00（日・祝日 D17:00～22:00 LO21：00）

なし

15 和バル ぶどうの花

札幌市中央区北2条西3丁目1
敷島ビルB1

011-206-1488

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ディナーでアラカルトを注文の方

L11:30～14:00 LO13:30
D17:00～23:00 フードLO22：00、ドリンクLO22：30

日曜、祝日

19 BUDDY BUDDY

札幌市中央区北2条東1丁目2-3
パラダイスビル

011-271-8882

飲食サービス

本日のおすすめ料理1品サービス

ご飲食の方

L11:00～15:00 LO14:30
D17:00～翌1:00 フードLO24:00、ドリンクLO24:30

日・祝日のランチ、
年末年始

24 メルティングポット

札幌市中央区北1条西3丁目

011-281-4001

割引

会計より10％割引

ご飲食の方、ランチ・ハッピーア
ワー・コースを除く

15：00〜翌1：00（土曜〜24：00、祝日〜23：00 LO
日曜
いずれも閉店の1時間前）
（または連休最終日）
※日曜が連休中日の場合〜23：00営業

011-207-5889

割引

会計より10％割引

店内でご飲食の方

8:00～21:00（日・祝日 10:00～19:00）

なし

18:00～24:00 LO23:30
（日曜17：00〜23：00 LO22:30）

不定休

25

サッポロ珈琲館 時計台ガー 札幌市中央区北1条西2丁目1
デンテラス店
札幌時計台ビルB1

27 FISHMANS SAPPORO

札幌市中央区北1条西2丁目1
りんどうビル3F

011-211-1552

飲食サービス

乾杯スパークリングワインサービス ご飲食の方

28 MORIHICO.藝術劇場

札幌市中央区北1条西1丁目
札幌市民交流プラザ1F

011-590-6540

飲食サービス

2杯目半額

当日購入のレシート提示で、1杯目と 8:00～22:00 LO21：30
同じドリンク限定
(土・日・祝日 9:00～22:00 LO21：30）

29 RESTAURANT DAFNE

札幌市中央区北1条西1丁目
札幌市民交流プラザ2F

011-211-0813

プレゼント

森彦ドリップバッグプレゼント

店内でご飲食の方

31 燦醸小町 大通り店

札幌市中央区大通西5丁目
昭和ビルB1

011-251-6100

割引

北海鮮魚の刺身桶盛り500円引

ディナーのみ、お1人様税別2,500円
L11:30～14:00
以上ご飲食の方

011-222-0039

割引

ありんこ特製フードポット10％割引、
フードポット購入の方に豚汁1杯
サービス

35

おにぎりのありんこ オーロラ 札幌市中央区大通西2丁目
タウン店
さっぽろ地下街オーロラタウン

11:00～22:00 フードLO21:00 ドリンクLO21:30
(金・土・祝前日 11:00～23:00 フードLO22:00 ドリ
ンクLO22:30）
D16:30～23:00

年中無休 ※1/1、2を除く
札幌市民交流プラザの休
館日に準ずる
土曜のランチ、日曜、祝
日

8：00～20：00

施設に準ずる

11:00～21:00 LO20:30
（日曜 11:00～19:30 LO19:00)

施設に準ずる

36 北海道ダイニング ミチノイエ

札幌市中央区南1条西2丁目
丸井今井札幌本店 大通館10F

011-205-2636

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ご飲食の方

37 魚吉別邸 惠宙 -ESORA-

札幌市中央区大通西１丁目13
ル・トロワ8F

011-211-4449

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ご飲食の方、地酒など一部の商品を L11:00～15:00 LO14:30（土・日曜、祝日〜16：00
除く
LO15：30） ／ D17:30～23:00 LO22:00

1月1日

38 バローレ スパゲッテリア

札幌市中央区大通西１丁目13
ル・トロワ8F

011-206-4442

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ご飲食の方、地酒など一部の商品を L11:00～16:00 L.O15：00
除く
D17：00～23:00 L.O.22:00

1月1日

011-585-5000

飲食サービス

自然派ワイン1杯サービス（一部除
外あり）

11:00～23:00 フードLO22:00、 ドリンクLO22:30
ご飲食の方、ランチタイムはランチド
（日・祝日 11:00～21:00 フードLO20:00、ドリンク
リンクでもOK
LO20:30）

なし

41

カフェ アンド レストラン オー 札幌市中央区大通東2
ガリ
サラサビル1F

店名

MAP番号

住所

電話番号

特典アイコン

特典

条件

営業時間

定休日

46 ミア・アンジェラ IKEUCHI

札幌市中央区南1条西2丁目18
IKEUCHI GATE B1

011-261-3655

飲食サービス

ワンドリンクサービス

ご飲食の方

L11:00～16:00 LO15:30
D17:00～23:00 LO22:00(土日・祝日は通し営業)

47 fujiwara

札幌市中央区南1条西2丁目1-4
サンエス二番街ビルB1

011-211-6301

飲食サービス

ワンドリンクサービス

一部の商品を除く、ディナーのみ

L11:30〜15:00 LO14:30 ／D17:30〜23:00 フード
日曜のディナー、
LO22:00、ドリンクLO22:30（金・土曜〜24：00）※日
ほか不定休
曜は11:30〜17:00のみ（連休の場合、変更あり）

48 WORLD BOOK CAFÉ

札幌市中央区南1条西1丁目2
大沢ビル5F

011-206-7376

プレゼント

人気イラストレーター大島智子×
WORLD BOOK CAFE オリジナルコ お食事＋デザートを注文の方
ラボステッカープレゼント

49 FAbULOUS（ファビュラス）

札幌市中央区南1条東2丁目3-1
NKCビル1F

011-271-0310

飲食サービス

ワンドリンクサービス

モーニング・ランチタイム（〜15：00）
にご飲食の方

51 stem

札幌市中央区南2条東2丁目8-1
大都ビル1F

011-252-7066

飲食サービス

ジェラートまたはグラスワイン1杯
サービス

税込5,000円以上ご飲食の方、会員1
17：00〜24：00 LO23:00
名につきグループ全員対象

札幌市中央区南3条西5丁目
SYOKUSAN3.5ビル3F

011-272-4077

飲食サービス

デザート1品サービス

ご飲食の方

L11:00～15:00 LO14:00
D17:00～22:00 LO.21:00

水曜(祝日は営業）

札幌市中央区南3条東1丁目4-2
アルファ創成川公園ビル1F

011-219-5656

飲食サービス

できたて自家製アイスサービス

ご飲食の方

17:00～23:30 LO22:30

毎週水曜日・
第1・3火曜日

札幌市中央区北4条西2丁目1
さっぽろ東急百貨店10F

011-212-7196

プレゼント

「生活の木ハーバルメンバーズカー
税込1,000円以上購入の方
ド」プラス1ポイントプレゼント

10:00～20:00

施設に準ずる

札幌市中央区北1条西5丁目1-2

0800-500-0318

プレゼント

とうきびチョコレート「ゆめ咲く咲く」1 札幌本館にて税込1,000円以上ご利 10:00～18:30
本プレゼント
用の方
カフェ～17:00 LO16:30（フード11：00〜14：00）

HEART BREAD ANTIQUE 札 札幌市中央区北1条西3丁目3-10
23
幌北一条店
ユニゾイン札幌1F

011-596-7746

割引

会計より50円引

ニホンドウ漢方ブティック 札 札幌市中央区大通西3丁目7
幌大通店
大通ビッセ3F

011-200-4193

割引

漢方製剤30日分を27日分の価格で 漢方薬を初めて利用する方、初回の
11：00～20：00
提供
み

53

チャイニーズレストラン クラ
ブチャイナ

炭火肉焼き倉庫
54
CONOYOSHI

施設に準ずる

12:00～22：00 フードＬＯ21：00、ドリンクＬＯ21：30
不定休
（L～16：00、D17：30〜）
8:00～23:00 フードLO22:00、ドリンクLO22：30
ショップ 11:00～20:00

なし
日曜、祝日

物販
6 生活の木 さっぽろ東急店
※1月31日をもって閉店します

21 北菓楼 札幌本館

33

税込540円以上購入の方

7：00～20：00

年末年始
施設に準ずる

きのとや 大通公園店／
34
KINOTOYA Café

札幌市中央区大通西3丁目7
大通ビッセ1F

011-233-6161

飲食サービス

コーヒーまたは紅茶1杯サービス

39 メヌエット ル・トロワ

札幌市中央区大通西1丁目13
ル・トロワ4F

011-205-0605

割引

会計より10％割引

MORIHICO＆THE
45
ALTERNATIVE

札幌市中央区南１条西３丁目３
札幌PARCO B2

011-350-3687

割引

物販豆10％割引

一部の商品を除く

SATURDAYS CHOCOLATE 札幌市中央区南2条東2丁目7-1
FACTORY & CAFÉ
SALMON1F

011-208-2750

プレゼント

ビスコッティ1本プレゼント

ハッピータイム（10：00〜13：00）にド
10:00～18:30
リンクオーダーの方

水曜

札幌市中央区北3条西4丁目1-1
日本生命札幌ビル4F

011-272-8800

割引

入会金3,000円免除

10:30～19:00

火曜

13 鈴乃屋きもの学院

札幌市中央区北三条西2丁目-1
NC北専北三条ビル6F

011-221-1185

割引

着付け10％割引、入学すると入学
金免除+洗える着物（プレタ）プレゼ
ント

10:00～18:30

月曜

32 レンタルブティック21st.

札幌市中央区北1条西3丁目2
井門札幌ビル１F

011-232-3131

割引

入会金1080円サービス、レンタル金
セットプランを除く
額より10％割引

11:00～20：00（日曜、祝日〜 18：00）

水曜

40 さっぽろテレビ塔

札幌市中央区大通西1丁目

011-241-1131

割引

展望台入場料200円引

43 PD fino 大通

札幌市中央区南1条西4丁目15-1
第21ビッグビル5F

011-252-1500

割引

会計より10％割引

9：00～18：00

なし

44 PD VISEO 4プラ

札幌市中央区南1条西4丁目
４丁目プラザ9Ｆ

011-261-3663

割引

会計より10％割引

11:00～20:00（土・日曜、祝日10:00～19:00）

なし

52

店内で税込300円以上のケーキまた
8:00～21:00
はフードをご飲食の方

1月1日

1月1日

10：00～21：00

施設に準ずる

10:00 - 20:00(土曜～20:30)

施設に準ずる

その他
9 いち瑠 札幌校

会員証を3階インフォメーションにて
提示、会員1名につき4名まで、幼児 9:00～22:00(イベントにより営業時間の変更あり）
対象外

ホテルグルメ
ホテルグルメの詳細情報は、「ホテルインフォメーション」をご覧ください。ホテルインフォメーションの特典内容は2018年10月、2018年12月、2019年2月に更新される予定です。
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