
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた琴似を中心とした中小の飲食店、小売店などを、皆さまの
消費で応援するお得な商品券を発行します。
■✓1冊10,000円で購入でき、1冊で13,000円分（1,000円分×13枚綴）のご利用が可能です。
■✓お一人様5冊（50,000円）まで、ご購入が可能です。
■✓ご利用期間は、令和3年9月16日（木）から令和3年12月31日（金）までご利用できます。
ただし、9月16日（木）から当面の間は、札幌市の要請により、飲食店のテイクアウトやお買い物のみの利用となります。
全面的に利用可能となった場合は専用アプリのお知らせ、又はホームページ等でお知らせします。
■✓ご利用店舗は、事前に登録された琴似地区を中心とする協力店（協力事業者）に限ります。
　（現時点での協力店（協力事業者）リストは、裏面をご確認ください。）
■✓令和3年9月9日（木）から令和3年9月13日（月）まで購入事前予約を受け付けています。

購入の方法

「ジモトハコトニ応援クーポン2021」キャンペーン事業

「札幌市商業者グループ販売促進支援事業補助金（札幌市）」採択事業

以下の特設ホームページにアクセスし、手順に沿って申し込んでください。
【受付期間】
9月9日 9：00～ 9月13日 23：59
❶URLからアクセス
　https://forms.gle/J5s9odRaN19SsfMe6
❷2次元コードからアクセス

インターネットで購入事前予約
9月16日（木）～9月20日（月・祝）までの期間に、
下記の窓口まで代金（購入事前予約を行った方は引換券
も）を持参し、クーポン券と交換（領収書の発行）します。

Blanche KOTONI（ブランシェ コトニ）
住　　所：札幌市西区琴似1条5丁目3-18
電　　話：（事務局）090-8392-4117
引換時間：10：00～20：00（店舗の営業時間とは異なります。）
【留意点】
※引き換え時は、マスク着用、ソーシャルディスタンス
の確保をお願いします。
※クーポン券の在庫数がある場合は、後日、追加販売を
行います。 詳細はHP等でご案内します。

クーポン券の購入

●9月14日（火）
以降、当選者の
住所に引換券
ハガキを、順次
発送します。

販売店にご来店の上
現金で購入

 
引換券
発 送

クーポン引換場所【期間限定】

応援
クーポン
2021

1冊10,000円で購入
13,000円分

（3,000円分お得）
利用できます！

9月16日販売開始
（先着順）

琴似にある多数の協力店で「お買い物or飲食」で1ポイント、「テイクアウト等」で2ポイントのスタンプが貯まります。
この機会に、「ジモトハコトニ応援クーポン 2021」スタンプラリーアプリを使って、楽しみましょう。
応募期間 ： 令和3年9月16日（木）～令和3年11月30日（火）まで
応募方法 ： スタンプ5ポイントにつき1口として抽選に応募できます。また、期間中は何度でも応募できます。

協力店は150店舗以上！スマホのカメラを使用して、店頭などにある2次元コードを読み込むだけ！
抽選方法 ： Ａ賞からＥ賞まで順に抽選し、当選者を決定します
　　　　　（Ｂ賞のみ20歳以上の方限定）。
アプリダウンロード ： 右の2次元コードよりダウンロードをお願いいたします。
当選発表 ： 厳正な抽選の上、賞品の発送（12月上旬の予定）をもって

発表にかえさせていただきます。

ジモトハコトニ応援クーポン 利用促進キャンペーン
A賞

B賞

C賞
D賞

E賞

琴似地区宿泊施設スイートルーム
ペア宿泊券【6組（12名分）】
日本酒「琴似」【50名】
（20歳以上の方限定）
お米3kg【100名】
和の小物・グッズ or
景観色レジャーシート【150名】
紅茶＆コーヒーのセット【200名】

賞  品

Android iPhone



応援クーポンご利用可能店舗
令和3年9月1日 現在

販 売 価 格 ： 10,000円／ 1冊
発 行 単 位 ： 額面1,000円×13枚綴／ 1冊（30%のプレミア付き）
　　　　　　（購入額10,000円で13,000円分の利用が可能）
発 行 冊 数 ： 7,500冊（一般販売分及び地域優先販売分含む）
購入対象者 ： 札幌市内にお住まいの方及び札幌市に通勤・通学している方
購 入 限 度 ： お一人5冊（50,000円）まで
利 用 店 舗 ： 事前に登録された主に琴似地区に立地する協力店

主　　　催 ： 琴似ぶうむ会（札幌市西区琴似2条5丁目2-24）
事 業 協 力 ： 琴似連合町内会、琴似商店街振興組合、琴似飲食業組合、 　
　　　　　　琴似地区まちづくり協議会、JR琴似駅前まちづくり推進機構
事　務　局 ： 株式会社リライズ（事業補助受託者）
　　　　　　キャンペーン専用回線　090-8392-4117（平日9：00～ 17：30対応）
　　　　　　キャンペーン専用アドレス　kotoni@re-rize.com（24時間対応） 

ジモトハコトニ応援クーポン2021キャンペーン概要

お食事処・居酒屋
1あいねくらいねなはとむじく🆃
西区琴似2条5丁目2-8 琴似パレスハイツ1F
☎011（644）2685
2居酒屋 AOTARO
西区琴似1条1丁目5-13 玉福ビル1F
☎011（633）7688
3居酒屋 琴八🆃
西区琴似3条1丁目524-3 JR高架下
☎011（618）5108 
4居酒屋 たく屋🆃
西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル2F
☎090（2258）6409 
5居酒屋 ふる里 琴似本店🆃
西区琴似1条1丁目6-12 mountri kotoni1F
☎011（641）9927 
6いただきコッコちゃん JR琴似駅前店🆃
西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）
☎011（676）8022 
7インコントロ🆃
西区琴似2条5丁目2-3 ダイアックス琴似ビル2F
☎011（633）7343 
8うどん亭🆃
西区琴似3条2丁目1-13
☎011（611）2830 
9うまいもんや やまさ🆃
西区琴似2条7丁目2-11
☎011（621）2706 

10お好み焼 鉄板焼 桃太郎🆃
西区琴似1条1丁目7-6
☎011（622）0730 

11お好み焼き まっか 琴似店🆃🅳
西区琴似1条2丁目6-14 1F
☎011（688）6377 

12お酒とほっこり料理 竹🆃
西区琴似3条1丁目1-20 琴似グリーンホテル1F
☎011（676）6031 

13Osteria TONO🆃
西区琴似1条1丁目7-6 コスモレジデンス1F
☎011（215）9285 

14Onion Chopper's🆃
西区琴似2条5丁目2-20 彩都パレス1F
☎011（556）1284 

15御料理 はせ川
西区琴似1条1丁目3-10 512ビル2F
☎011（615）5678 

16海鮮居酒屋 ありがとう
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル1F
☎011（616）5090 

17CURRY SHOP SAKURA BROWN🆃
西区琴似1条5丁目4-10 シティラディファンス2F
☎011（688）6570 

18串かつ BILLY軒🆃
西区琴似2条1丁目3-1
☎011（699）5937 

19串鳥 琴似店🆃
西区琴似1条6丁目4-19 大輝ビル1F
☎011（616）2989 

20黒花火 琴似店🆃🅳
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル1F
☎011（215）9687 

21ごったがえし 本店🆃
西区琴似1条5丁目4-18 細川ビル2F
☎011（614）5499 

22琴似 串夢鳥
西区琴似2条2丁目2-24 琴星ビル1F
☎011（616）3370 

23琴似ジンギスカン ひつじっこ
西区二十四軒4条7丁目5-23
☎011（618）1245 

24ことに惣🆃
西区琴似3条2丁目7-11 藤邦会館Ⅱ
☎011（699）5066 

25ことに大和家🆃🅳
西区琴似2条5丁目2-24
☎011（621）8108 

26ジライヤ
西区琴似2条5丁目2-27
☎011（312）0052 

27スープカレー らっきょ🆃🅳
西区琴似1条1丁目7-7 カピテーヌ琴似1F
☎011（642）6903 

28 SUMIVINO🆃
西区琴似1条1丁目6-16
☎011（624）7513 

29炭火焼肉 羅山琴似店🆃🅳
西区琴似1条4丁目4-27 NYビル1F
☎011（699）6889 

30雪峰🆃🅳
西区琴似2条5丁目2-20 彩都パレス1F
☎011（215）5541 

31想咲そば処 香凛
西区琴似1条6丁目2-24
☎090（7640）1278 

カフェ・喫茶
63NPO法人 みつばちの小さな喫茶店🆃

西区山の手4条11丁目6-1-403
☎090（5223）1764 

64絆Style-gym Legame🆃
西区琴似1条5丁目3-22-102
☎011（621）8883 

65 cake and bake HACHI CAFE🆃
西区八軒3条東1丁目7-8
☎011（215）5439 

66ケンズカフェ🆃
西区琴似1条6丁目4-18 シバビル1F
☎011（643）2626 

67Coffee LAB.🆃
西区琴似1条7丁目3-7
☎011（613）3400 

68KODONA CAFE🆃
西区琴似2条1丁目3-5 玉田ビル２F
☎011（500）2351 

69The TEA🆃
西区琴似3条2丁目8-18-102
☎080（4508）8082 

70サッポロ珈琲館 琴似店🆃
西区琴似2条2丁目2-18
☎011（644）3139 

71 super car × cafe Ficata
中央区南19条西14丁目2-35 スペチアーレ伏見1F
☎011（596）6661 

72発酵ジュースバー きろろぽっくる🆃
西区琴似4条1丁目1-1 コルテナⅠ 2F
☎011（624）6885 

73 Blanche KOTONI🆃🅳
西区琴似1条5丁目3-18
☎011（776）7940 

74プロヴィンシャルノート🆃
西区八軒1条西1丁目1-22
☎011（615）5575 

75もちクレープ&カフェBar るーちゃん🆃
西区琴似2条3丁目1-10 共栄ビル２F
☎080（5728）1962 

バー・スナック・ナイトクラブ
76うさぎ

西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル3F
☎011（615）6665 

77エリカ
西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル3F
☎011（615）3367 

78 encounter くるみ
西区琴似1条1丁目6-15 ニューアロー会館2F
☎090（2055）1439 

79悪爺姑倶楽部
西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル2F
☎011（631）3128 

80オルゴール
西区琴似2条2丁目 Groove琴似ビル5F
☎011（613）5222 

81Casual Bar もってのほか
西区琴似1条1丁目7-16
☎090（3893）4469 

82Cafe & Bar VILLAGE
西区琴似2条1丁目3-1
☎011（614）2300 

83カフェ&パブ 宝島
西区琴似2条3丁目1-10 共栄ビル
☎090（1645）8733 

84カフェスナック 樹
西区琴似1条4丁目2-15
☎011（643）8908 

85かぼちゃワイン
西区琴似2条3丁目 共栄ビル2F
☎011（613）5490 

86カントリーロード
西区琴似1条5丁目4-18 細川ビルB1
☎011（618）3615 

87KIRA☆KUYA
西区琴似1条1丁目6-15 ニューアロー会館2F
☎011（641）1910 

88クラブ パラダイス
西区琴似1条3丁目3-7 TM23ビル4F
☎011（644）9001 

89スナック I（アイ）
西区琴似1条5丁目4-18 細川ビル3F
☎011（614）1566 

90スナック モンヴィ
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル3F
☎011（615）1232 

91スナック ゆき
西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル3F
☎011（616）1800 

92ニューマロン
西区琴似1条2丁目5-3 ハシモトビル2F
☎011（621）3868 

93bar Diversion
西区琴似2条1丁目3-5 玉田ビル２F
☎011（612）0705 

32大衆酒場 いち富士🆃
西区琴似1条5丁目4-18 細川ビル1F
☎011（614）5499 

33大衆ステーキと炭火焼ハンバーグ専門店
ミンチェッタ🆃🅳
西区琴似1条7丁目35 さんぱちビル1F
☎011（213）8897 

34立ち飲み処 ゆうゆう
西区琴似1条1丁目7-16
☎090（1389）4233 

35タベルナ ナル
西区琴似2条5丁目4-28
☎011（644）8022 

36つぼ八 琴似店🆃
西区琴似1条4丁目3-18 紀伊国屋ビル2F
☎011（611）1167 

37つぼ八 発寒店🆃🅳
西区発寒4条3丁目5-26
☎011（663）3323 

38つぼ半🆃🅳
西区琴似1条3丁目3-7 TM23ビル1F
☎080（3268）7537 

39TOKIJIRO🆃
西区琴似1条7丁目3-7
☎011（618）7080 

40徳えもん
西区琴似1条3丁目3-13 津江ビル2F
☎011（613）7725 

41DODO屋
西区琴似2条1丁目3-1-15
☎011（688）5474 

42鳥太郎 琴似本店🆃🅳
西区琴似1条2丁目5-6 一番館ビル1F
☎011（642）9779 

43長口場
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル2F
☎011（688）7996 

44なごみDining とんぼ🆃🅳
西区琴似1条2丁目5-3 ハシモトビル2F
☎011（618）0108 

45にく家のカレー🆃
西区西野5条9丁目4-6
☎011（558）9910 

46博多豚骨ラーメン 一純屋🆃
西区琴似2条1丁目3-5 クロスロード玉田BL1F
☎080（1869）4022 

47ビストロ・ブルータス🆃🅳
西区琴似1条2丁目6-3
☎011（301）1115 

48ビストロノミーフランセーズ
レ・カネキヨ🆃
西区琴似2条1丁目3-5 玉田ビル1F
☎011（213）9200 

49フリースペース&カフェ アミカ🆃🅳
西区琴似2条3丁目1-10 共栄ビル4F
☎011（631）2822 

50ふる里グリル🆃
西区琴似1条4丁目2-12
☎011（590）0855 

51ホテルヤマチ札幌 レストランエル
西区琴似1条3丁目3-6
☎011（644）5555 

52ホルモン食堂 琴似店
西区琴似1条4丁目4-17 浜田ビル1F
☎011（633）5151 

53ミア・ボッカ JR琴似駅前店🆃🅳
西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）
☎011（676）3151 

54名代 志んぼ🆃
西区琴似1条7丁目3-7
☎011（641）6659 

55麺屋 丸鶏庵
西区山の手6条6丁目2-11
☎011（640）3710 

56モハンディッシュ 琴似店🆃🅳
西区琴似1条5丁目 ロイヤルビル1F
☎011（213）7778 

57焼肉 李門🆃
西区琴似2条2丁目2-16
☎011（631）3576 

58焼物 良馬
西区琴似1条1丁目7-6 コスモレジデンス1F
☎011（612）6962 

59矢車🆃
西区琴似1条2丁目6-15 矢車ビル1F
☎011（641）9939 

60横衛門🆃
西区琴似2条3丁目1-3 テーオービル2F
☎011（676）4388 

61ラーメン めん太
西区琴似3条5丁目1-1
☎011（614）3600 

62ラーメン純平
西区二十四軒4条5丁目10-14
☎011（621）0013 

94 Bar B-Luck
西区琴似2条2丁目 Groove琴似ビル4F
☎011（616）2212 

95パール
西区琴似2条2丁目2-24 琴星ビル4F
☎011（641）7713 

96花もめん
西区琴似1条1丁目6-1 北辰観光ビル1F
☎011（614）7776 

97 PUB RISE
西区琴似1条3丁目3-7 TM23ビル3F
☎011（614）1156 

98public house おさんぽ
西区琴似2条3丁目 共栄ビル2F
☎090（6443）6505 

99ピーマン
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル4F
☎011（615）9494 

100ブラックシリカ / MONAMIE
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル4・5F
☎011（621）7176 

101 Free Style Bar KA☆TUN
西区琴似1条3丁目3-7 TM23ビル4F
☎011（644）0306 

102miel
西区琴似1条5丁目4-18 細川ビルB1F
☎011（616）3656 

103よし野
西区琴似2条3丁目 共栄ビル2F
☎011（642）6787 

104ラウンジ ルージュ
西区琴似1条3丁目3-7 TM23ビル2F
☎011（644）4688 

105 rock bar BoogieDown
西区琴似1条4丁目4-21 武田ビル5F
☎011（615）0605 

106和風スナック みゆき
西区琴似2条1丁目3-3 美松ビル3F
☎011（644）1150 

お買い物
107㈱いたや

西区発寒12条3丁目7-3
☎011（676）3858 

108一久大福堂 琴似店
西区琴似1条4丁目4-17
☎011（613）1919 

109お茶 老舗 あづみ
西区琴似2条2丁目2-20
☎011（642）3934 

110GAGNON
西区山の手2条1丁目4-23
☎011（622）8660 

111暮らせばわかるさ🆃
西区琴似2条5丁目3-5
☎011（624）5843 

112琴似角磯ハブタイ屋
西区琴似1条5丁目3-17 角磯ビル1F
☎011（631）7874 

113酒のソクハイ すすきの南店
中央区南7条西4丁目 LC11番館1F
☎011（530）9300 

114㈱庄司商店
西区琴似2条3丁目1-10 共栄市場内
☎011（621）7027 

115手作りお惣菜 あき田
西区琴似2条3丁目1-10 共栄市場
☎011（643）8386 

116中野商店 お米の専門店
西区西野3条6丁目3-11
☎011（661）7072 

117バームクーヘン専門店 Danke
西区琴似2条6丁目6-2-13
☎011（313）1303 

118花うさぎ
西区八軒6条西1丁目8-23
☎011（612）8333 

119花の店 花時計
西区琴似2条4丁目1-2
☎011（643）0083 

120 Pickles Lab Hokkaido
西区八軒3条東1丁目7-8
050-5582-3022 

121フクちゃん 琴似店
西区琴似1条1丁目4-5
☎011（618）0001 

122富士メガネ 琴似店
西区琴似2条5丁目1-3
☎011（644）7151 

123フローラル 花づくし
西区八軒1条西1丁目1-2
☎011（614）8387 

124ポランの広場（たこ焼き）🆃🅳
西区琴似1条5丁目 北洋銀行前
☎080（3236）0228 

125まほろば
西区西野5条3丁目1-1
☎011（665）6624 

126㈱丸田寺澤酒店
中央区北5条西18丁目1-5 
☎011（643）1211 

127Mog & CoCo 八軒店🆃
西区八軒2条1丁目6-7
☎011（215）5848 

128八百丸 琴似店
西区琴似2条5丁目2-1 幸福ビル1F
☎011（699）5262 

129蘭子チャタイム紅茶店
西区二十四軒4条4丁目9-30
☎080（6066）0627 

130渡部水産
西区琴似2条3丁目1-10 共栄市場内
☎011（631）9185 

健康・美容
131うやまビューティサロン

シーグリーン店
西区八軒1条西1丁目 アルカサーノ琴似1F
☎011（644）8908 

132北のたまゆら 厚別店 ※一部商品のみ
厚別区大谷地東7丁目
☎011（891）2683 

133北のたまゆら 桑園店 ※一部商品のみ
中央区北11条西16丁目1-34
☎011（611）2683 

134北のたまゆら 東苗穂店 ※一部商品のみ
東区東苗穂11条2丁目896-1
☎011（790）2683 

135K's hair
西区二十四軒4条5丁目9-30 ベルヴィー琴似2F
☎011（621）8182 

136ジュド整体院 整骨院
西区琴似2条7丁目 カルム琴似1階
☎011（676）3307 

137高津式整体 腱・筋療法 健生
西区琴似2条2丁目3-12 琴似2番館105号
☎011（641）3186 

138美容室 CASSINI
西区琴似1条5丁目3-25 ディアライフ琴似100号
☎090（9140）3182 

139美容室 rebe
西区琴似1条4丁目3-18 紀伊国屋ビル1F アインズ&トルペ内
☎011（611）6666 

140美容室アルティ プレジール
西区琴似2条3丁目 チェストオオイBL4F
☎011（611）3166 

141美容室カラージャック
西区琴似1条4丁目3-18 紀伊国屋ビルB1F
☎011（676）8188 

142ヘアーサロン クローバーズ
西区琴似2条7丁目2-20 カルム琴似1F
☎011（644）3856 

143ヘアールーム K×2 
西区西町南10丁目4-13
☎011（662）1288 

ホテル・イベントホール
144VILLA KOSHIDO KOTONI

西区琴似2条5丁目2-10
☎011（616）2525 

145VILLA KOSHIDO KOTONI ANNEX
西区琴似2条4丁目4-26
☎011（616）2525 

146 Sapporo-Link's HALL
西区琴似1条5丁目3-18
☎011（776）7940 

147ホテル コトニ札幌
西区琴似2条5丁目4-5
☎011（633）2222 

その他
148川端薬局 琴似中央店

西区琴似1条4丁目4-18
☎011（621）3956 

149川端薬局 琴似店
西区琴似1条5丁目3-20
☎011（621）2453 

150白い恋人パーク ※一部利用できないサービスあり
西区宮の沢2条2丁目11-36
☎011（666）1481 

151ダスキンすずらん
西区西野1条9丁目15-6
☎011（661）6129 

152弁護士法人T&N
長友国際法律事務所
西区琴似1条4丁目3-18 紀伊国屋ビル3F
☎011（614）2131 

注：掲載されている店舗以外にもご利用い
ただける協力店が追加されることがあ
ります。

注：一部商品・サービスのみ対応している
店舗もありますので、詳細は当該店舗
にご確認ください。

🆃テイクアウト　🅳デリバリー　※配達業者利用を含みます。配達業者の場合クーポン券が利用できない場合があります。


