
ＧｏＴｏＥａｔ北海道お食事券　＜道東＞取扱店リスト　＊令和２年１０月２８日時点での申請受付分、順次追加となります　＊順不同　＊営業時間は各店舗にお問い合わせください

振興局 市町村 店 舗 名 住所 飲食店区分 電話番号
オホーツク 北見市 味覚園総本店 北見市北５条⻄４丁目２−３ ソシアルビル６Ｆ 焼肉 0157-25-6895
オホーツク 北見市 魚政 北見市北５条⻄４丁目９−１ ソシアルプラザビル１Ｆ 居酒屋・大衆酒場 0157-31-7000
オホーツク 北見市 レストラン松月（北見東和ホテル） 北見市北５条⻄６丁目１１番地 一般食堂・定食 0157-24-2511
オホーツク 北見市 サムライ第三幕 北見市北６条⻄３丁目３ 居酒屋・大衆酒場 0157-33-1123
オホーツク 北見市 北見ほるもん酒場祭りや 北見市北６条⻄４−２−１ 焼肉 0157-57-3637
オホーツク 北見市 北見赤十字病院レストランビアンモール 北見市北６条東２−１ 一般食堂・定食 0157-22-8433
オホーツク 北見市 北見赤十字病院ベーカリーカフェコア 北見市北６条東２−１ カフェ・フルーツパーラー 0157-69-1166
オホーツク 北見市 ホテル⿊部 レストラン シェルブルー 北見市北７条⻄１丁目１番地 レストラン・ファミリーレストラン 0157-23-2251
オホーツク 北見市 カフェド花薄荷 北見市北進町１−１−１ 喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房 0157-31-8780
オホーツク 北見市 餃子の王将 イオン北見店 北見市北進町１丁目１−１ 中華料理・台湾料理 0157-31-2251
オホーツク 北見市 ＧＲＥＥＮ ＣＡＦＥ 北見市北⽃町２丁目５−１５ 喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房 0157-57-5261
オホーツク 北見市 ココス北見本町店 北見市本町５−１−５ レストラン・ファミリーレストラン 050-3529-3481
オホーツク 北見市 寿しの清元 北見市本町５丁目２−６ 一般食堂・定食 0157-24-7005
オホーツク 北見市 焼肉ぎゅうしゃ 北見市留辺蘂町旭１区１８６−１６ 焼肉 0157-33-4444
オホーツク 北見市 レストランエフ 北見市留辺蘂町旭⻄２２０番地４ レストラン・ファミリーレストラン 0157-42-4574
オホーツク 北見市 居酒屋 味万 北見市留辺蘂町栄町１５−５１ 居酒屋・大衆酒場 0157-42-5020
オホーツク 北見市 スナック酔笑 北見市留辺蘂町温根湯温泉３４７−１ スナック（1~2名で営業 且つ 接待サービスなしの営業） 0157-45-3424
オホーツク 北見市 大江本家（館内レストラン） 北見市留辺蘂町温根湯温泉４６６番地１ その他 0157-45-2711
オホーツク 北見市 そば処福住温根湯店 北見市留辺蘂町温根湯温泉９４ そば・うどん 0157-45-3518
オホーツク 北見市 すずや食堂 北見市留辺蘂町泉３５５番地１１ 一般食堂・定食 0157-42-2220
オホーツク 網走市 モスバーガー網走店 網走市つくしが丘２丁目３ー２ ハンバーガー 0152-61-6805
オホーツク 網走市 鮨Ｄｉｎｉｎｇ 月 網走市駒場北５丁目８３−２７ 回転すし 0152-45-3333
オホーツク 網走市 さんぱちラーメン網走店 網走市駒場北５丁目８３−２８ ラーメン・中華そば 0152-45-4438
オホーツク 網走市 カフェ七つの海 網走市向陽ヶ丘３丁目２−１３ 喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房 080-5587-7497
オホーツク 網走市 すき家３９号網走 町店 網走市 町２−３−５ 一般食堂・定食 0120-498-007
オホーツク 網走市 オホーツク産直市場かにや 網走市大曲１丁目１３−６ 一般食堂・定食 0152-67-5550
オホーツク 網走市 焼肉Ｄｉｎｉｎｇ 萬次郎 網走市潮見１０丁目１−２６ 焼肉 0152-67-5580
オホーツク 網走市 ファミリー回転寿司 ビッグ・サン 網走市潮見１０丁目１−２６ 回転すし 0152-44-0003
オホーツク 網走市 魚まる 網走市南３条⻄１丁目 ＲＯＣＫビル１Ｆ 居酒屋・大衆酒場 0152-45-3390
オホーツク 網走市 吉田三八商店 網走市南３条⻄１丁目１０番地 居酒屋・大衆酒場 0152-44-3311
オホーツク 網走市 鮨Ｄｉｎｉｎｇ ＫＩＹＯＭＡＳＡ 網走市南３条⻄２丁目 居酒屋・大衆酒場 0152-61-0003
オホーツク 網走市 澄寛 網走市南４条東１丁目７−１カネタビル２Ｆ 焼肉 0152-67-8250
オホーツク 網走市 海嵐 網走市南４条東６丁目８−２ 網走番屋１Ｆ ラーメン・中華そば 0152-67-7808
オホーツク 網走市 寿し安 網走市南五条⻄⼆丁目八番地 すし 0152-43-4121
オホーツク 網走市 季節の旨いものと酒 ｓａｗａ 網走市南三条東一丁目一番地 居酒屋・大衆酒場 0152-43-2645
オホーツク 紋別市 とんかつ・和食 ふたば亭 紋別市花園町３丁目 イオン紋別店内 とんかつ 0158-24-4251
オホーツク 紋別市 味の賀寿当 紋別市興部町字興部３１７−５ 一般食堂・定食 0158-82-2370
オホーツク 紋別市 ホテルオホーツクパレス カフェ＆レストラン マリーナ 紋別市幸町５丁目１−３５ レストラン・ファミリーレストラン 0158-26-3600
オホーツク 紋別市 呑み喰い処 酒々屋 紋別市幸町７丁目２−３ 居酒屋・大衆酒場 0158-24-4555
オホーツク 紋別市 炭火焼肉たわら屋 紋別市幸町四丁目１番１号 焼肉 0158-28-5091
オホーツク 紋別市 海鮮食堂よってけまるとみ 紋別市港町５丁目１−１９ 一般食堂・定食 0158-24-1188
オホーツク 紋別市 味の時計台 紋別店 紋別市渚滑町元 １丁目１５１−１９ ラーメン・中華そば 0158-27-4556
オホーツク 紋別市 つぼ八紋別店 紋別市本町４丁目１−３５ 居酒屋・大衆酒場 0158-24-5311
オホーツク 紋別市 ｄｉｎｉｎｇ ｃａｆｅ ｑｕａｔｔｒｏ 紋別市本町５丁目２−２３ フランス料理・イタリア料理 0158-24-9106
オホーツク 紋別市 日本酒ＢＡＲ勢 紋別市本町６丁目１−２５ ショットバー・オーセンティックバー 080-5585-2219
オホーツク 紋別市 居酒屋 じん兵衛 紋別市本町６丁目４−２６ 居酒屋・大衆酒場 0158-23-7887
オホーツク 紋別市 すき家２３８号紋別店 紋別市落石町４−１３−１３ 一般食堂・定食 0120-498-007
オホーツク 紋別市 さんぱちラーメン紋別店 紋別市落石町４丁目１２番２５号 ラーメン・中華そば 0158-26-3338
オホーツク 美幌町 さんぱちラーメン美幌店 網走郡美幌町字稲美８９−１２ ラーメン・中華そば 0152-73-3801
オホーツク 美幌町 つぼ八美幌店 網走郡美幌町字大通北１丁目３−１ 居酒屋・大衆酒場 0152-75-1001
オホーツク 美幌町 ＷＯＮＤＥＲ 網走郡美幌町大通北３丁目１２−４ カフェ・フルーツパーラー 0152-72-1411
オホーツク 美幌町 肉の割烹田村 美幌本店 網走郡美幌町大通北４丁目 焼肉 0152-73-5008
オホーツク 津別町 Ｃａｆｅ ＆ Ｄｅｌｉ Ｌｕｋａ 網走郡津別町共和１３０ カフェ・フルーツパーラー 0152-77-8520
オホーツク 津別町 さんさん館カフェ 網走郡津別町字大通７番地 カフェ・フルーツパーラー 080-4505-1999
オホーツク 津別町 Ｇｙｕｇｙｕ−ｔｔｏ ＴＥＲＲＡＣＥ 網走郡津別町字豊永２１４番地２ カフェ・フルーツパーラー 0152-76-2596
オホーツク 津別町 味登利家 網走郡津別町 町１５−２２ そば・うどん 0152-76-2667
オホーツク 斜里町 潮風 斜里郡斜里町ウトロ香川２３２ 居酒屋・大衆酒場 0152-24-3368
オホーツク 斜里町 三代目千葉商店 斜里郡斜里町ウトロ⻄１８７−１３ 一般食堂・定食 0152-26-8815
オホーツク 斜里町 カフェ＆バル ３３４ 斜里郡斜里町ウトロ東１７２番地 カフェ・フルーツパーラー 0152-24-2021
オホーツク 斜里町 ボンズホーム 斜里郡斜里町ウトロ東２１７ 喫茶店・珈琲店・紅茶店・茶房 0152-24-2271
オホーツク 斜里町 ガーデンハウス藤苑 斜里郡斜里町光陽町６９番地５ 一般食堂・定食 0152-23-2035
オホーツク 斜里町 知床キッチン 湖 斜里郡斜里町港町１番地 レストラン・ファミリーレストラン 0152-23-5901
オホーツク 斜里町 ビストロ ラ カンパネラ 斜里郡斜里町港町１番地１３ フランス料理・イタリア料理 0152-23-7777
オホーツク 斜里町 麺通舘 斜里郡斜里町⻘葉町３３−６ レストラン・ファミリーレストラン 0152-22-2323
オホーツク 斜里町 知床ごんた村 豊倉店 斜里郡斜里町豊倉５１番地１８ 一般食堂・定食 0152-23-3036
オホーツク 斜里町 食事処てんてんてまり 斜里郡斜里町本町４１ 居酒屋・大衆酒場 0152-23-4455
オホーツク 清里町 きよ〜るカフェ 斜里郡清里町羽衣町６２番地 レストラン・ファミリーレストラン 0152-25-4111
オホーツク ⼩清水町 トキワ寿司 斜里郡⼩清水町元町１丁目４番２１号 すし 0152-62-2618
オホーツク ⼩清水町 ＦＲＥＥＳＰＡＣＥ ＰＬＵＳ ＯＮＥ 斜里郡⼩清水町元町１丁目４番２１号 ダイニングバー 0152-62-4003
オホーツク ⼩清水町 キッチンままべん 斜里郡⼩清水町南町２丁目１３番３号 一般食堂・定食 0152-67-4961
オホーツク ⼩清水町 らーめん太郎⼭ 斜里郡⼩清水町浜⼩清水４７４ ラーメン・中華そば 0152-64-2481
オホーツク ⼩清水町 Ｃｕｒｒｙ＆Ｃａｆｅ ひつじ日和 斜里郡⼩清水町浜⼩清水４７４ インド料理・カレー 050-5881-6589
オホーツク 訓子府町 味処六三四 常呂郡訓子府町７７番地番地 居酒屋・大衆酒場 0157-47-4532
オホーツク 置⼾町 いなだ屋置⼾本店 常呂郡置⼾町字置⼾９４−１ そば・うどん 0157-52-3772
オホーツク 佐呂間町 物産館みのり 常呂郡佐呂間町字浪速１２１−３ その他 01587-5-2828
オホーツク 遠軽町 いろはにほへと遠軽店 紋別郡遠軽町大通南２丁目２−１ 居酒屋・大衆酒場 0158-46-6168
オホーツク 遠軽町 手打そば奏 紋別郡遠軽町大通南２丁目５番地１ そば・うどん 0158-46-7288
オホーツク 遠軽町 ミートパビリオンＹＯＳＨＩＫＡＷＡ 紋別郡遠軽町大通北２丁目２−２７ 焼肉 0158-42-0363
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