（2021年5月現在）

店舗・施設に直接ギフト券をお持ちいただき、ご利用下さい。
※のマークはLUCKY/CITY店舗で事前にお申込み下さい。

予告なくサービス内容が変更・中止する場合があります。その際はご容赦願います。

温泉施設
花ゆづき
森のゆ

入浴 大人
入浴 大人(平日)

2枚
2枚+100円

入浴 大人(土日祝特定日) 2枚+150円

札幌市西区二十四軒3条1丁目19

011-633-4126

北広島市西の里511-1

011-375-2850

由仁町伏見122

0123-83-3800

入浴 大人

2枚

入浴 大人+食事

5枚

入浴 大人

2枚

小樽市新光5丁目12-24

0134-54-4444

ホテルグリーンパークいわない 入浴 大人

2枚

岩内町宇野束500

0135-62-8841

入浴 大人

2枚

入浴 小人

1枚

ニセコ町字中央通33

0136-44-1100

京極温泉

入浴 大人

2枚

京極町字川西68

0136-42-2120

幽泉閣

入浴 大人

2枚

蘭越町昆布町114-5

0136-58-2131

入浴 大人

2枚

入浴 小人

1枚

寿都町字湯別町下湯462

0136-64-5211

ホテル網走湖荘

入浴 大人

3枚

網走市呼人78

0152-48-2311

網走観光ホテル

入浴 大人

2枚

網走市呼人23

0152-48-2121

峠の湯びほろ

入浴 大人

2枚

美幌町字都橋40

0152-73-2121

小樽朝里クラッセホテル

入浴 大人

3枚

小樽市朝里川温泉２丁目676

0134-52-3800

札幌北広島クラッセホテル

入浴 大人

3枚

北広島市中の沢316-1

011-373-3800

ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森 入浴 大人

3枚

虻田郡ニセコ町ニセコ４１５

0136-58-3800

ユンニの湯
湯の花 朝里殿

綺羅乃湯

ゆべつのゆ

ピパの湯 ゆ～りん館

入浴 大人

2枚+100円 美唄市東明町３区

0126-64-3800

なんぽろ温泉ハート＆ハート

入浴 大人

2枚+100円 空知郡南幌町南９線西１５番地

011-378-1126

ランプの宿 森つべつ

入浴 大人

2枚

網走群津別町字上里７３８番地

0152-76-3333

十勝ナウマン温泉 ホテルアルコ

入浴 大人

2枚

幕別町忠類白銀町３８４－１

01558-8-3111

プール＆温泉（通常期）大人

5枚

プール＆温泉（通常期）小人

3枚

プール＆温泉（7・8月）大人

7枚

札幌市北区東茨戸132

011-773-3311

温泉 大人

3枚

温泉 小人

2枚

焼肉 大仁門 色内本店

食事1,100円分

4枚

小樽市色内1丁目13-5

0134-32-8929

焼肉 大仁門 朝里店

食事1,100円分

4枚

小樽市光2丁目2-1

0134-54-2929

焼肉 大仁門 東雲店

食事1,100円分

4枚

小樽市東雲3-11

0134-34-8929

焼肉 大仁門 倶知安店

食事1,100円分

4枚

倶知安町南3条東1丁目1-4

0136-23-2929

肉の割烹 田村 菊水元町店 食事1,350円分

5枚

札幌市白石区菊水元町4条2丁目2-12

011-876-1929

焼肉園 花牛 清田店

食事1,100円分

4枚

札幌市清田区2条3丁目1-50

011-887-8704

焼肉たんちょう

食事1,100円分

4枚

訓子府町東町56

0157-33-1537

とんでん 南16条店

札幌市中央区南16条西11丁目

011-511-3811

とんでん 宮の森店

札幌市中央区宮の森3条1丁目5-43

011-615-5588

とんでん 麻生店

札幌市北区北40条西6丁目

011-747-3901

とんでん 篠路店

札幌市北区篠路1条1丁目

011-774-3880

とんでん 北12条店

札幌市東区北12条東8丁目

011-712-0707

とんでん 川沿店

札幌市南区川沿5条2丁目1-1

011-571-0565

札幌市豊平区月寒中央通6丁目

011-853-0520

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目

011-893-3355

とんでん 清田店

札幌市清田区真栄1条1丁目

011-883-7080

とんでん 手稲前田店

札幌市手稲区前田5条10丁目

011-685-4770

とんでん 恵庭店

恵庭市戸磯616

0123-34-0771

とんでん 苫小牧店

苫小牧市新富町2丁目

0144-72-8323

とんでん 岩見沢店

岩見沢市10条東3丁目2-1

0126-23-5554

とんでん 江別店

江別市野幌町3番4-7

011-382-8871

札幌市中央区宮ヶ丘3-1

011-621-1426

札幌市南区豊浦469-1

080-1869-6443

温泉＆プール施設

シャトレーゼ・ガトー
キングダム・サッポロ

飲食店・レストラン

とんでん 月寒店
とんでん 厚別店

食事1,250円分

5枚

動物園・水族館
円山動物園

ノースサファリサッポロ

千歳水族館

年間パスポート

8枚

入園大人(夏期)

7枚

入園小人(夏期)

3枚

入園大人(冬期)

5枚

入園小人(冬期)

2枚

入館大人

3枚

入館高校生

2枚

入館中学生

1枚

１日乗り放題券

6枚

回数券（単券11枚綴り）

4枚

※冬・夏期間はノースサファリHPをご確認下さい
※休業日はノースサファリHPをご確認下さい

千歳市花園2丁目312

0123-42-3001

遊園地
ファミリー愛ランドYOU

紋別郡湧別町子志撫子6番地
※営業期間はファミリー愛ランドをご検索下さい

01586-8-2455

ボウリング
ディノスボウル ノルベサ

札幌市中央区南3条西5丁目1-1NORBESA6F

011-290-6301

ディノスボウル 札幌麻生

札幌市北区北40条4丁目1-1ASABU LAND2F

011-746-1120

ディノスボウル 札幌白石

札幌市白石区南郷通1丁目北8-1

011-860-1234

札幌市手稲区前田1条11丁目西友手稲店3F

011-699-2200

帯広市白樺16条西2丁目ドリームタウン白樺内

0155-38-2813

ディノスボウル 旭川

旭川市大雪通5丁目496-5

0166-21-1232

ディノスボウル 室蘭

室蘭市東町4丁目31-3

0143-44-1151

ディノスボウル 苫小牧

苫小牧市柳町3丁目1-20イオンモール苫小牧内

0144-52-1203

札幌市北区新琴似7条9丁目6-25 後藤ビル１階

080-9612-0493

札幌市中央区宮の森3条8丁目2-30

011-641-0767

MASH 札幌ナナイロ店

札幌市中央区南2条西4丁目札幌ナナイロビル 5F

011-206-7789

MASH ブロード店

札幌市中央区南3条西5丁目ノルベサビル 4F

011-271-8686

MASH サイバーシティ店

札幌市中央区南5条西2丁目サイバーシティビル 6F

011-532-3511

MASH ピアノ店

札幌市中央区南6条西4丁目野口ビル 7F

011-522-2345

札幌市東区北42条東7丁目シマビル 2F

011-752-5532

MASH 琴似駅前店

札幌市西区琴似2条1丁目5588KOTONI 2F

011-640-3663

MASH 月寒店

札幌市豊平区月寒中央通2丁目1-1イーグルパーク 2F

011-856-8871

MASH 小樽駅前店

小樽市稲穂2丁目10-8アルファハーバーライトビル 1～2F

0134-21-6411

MASH パボッツ函館店

函館市梁川町9-3テキサス函館 2F

0138-52-6700

稚内市中央3丁目6-1

0162-29-1081

函館市松風町2-8大門ビル6F

0138-22-2021

帯広市西3条南11丁目太陽ビル7F

0155-20-1525

旭川市大雪通5丁目496-5

0166-21-1233

苫小牧市柳町3丁目1-20イオンモール苫小牧内

0144-52-1201

室蘭市東町4丁目31-3

0143-41-4232

紅乃花や 本店

札幌市北区新琴似2条11丁目1-7

011-762-9071

紅乃花や ラッキー新琴似店

ラッキー新琴似四番通店内

011-766-4187

ラッキー星置駅前店内

011-684-9071

紅乃花や 美幌店

シティびほろ店内

0152-72-1787

紅乃花や 網走店

シティあばしり店内

0152-43-3656

ディノスボウル 札幌手稲
ディノスボウル 帯広

ボウリング2ゲーム
+シューズ

4枚

パーソナルジム
全身もみほぐし 60分
LIFEランナー パーソナルジム 筋力トレーニング体験コース

12枚
1枚

ダイエット体験コース

1枚

ゴルフ打ち放題（30分）

2枚

バッティングカード（4ゲーム）

4枚

ワンルームカラオケ（30分）

2枚

アミューズメント
山の手ゴルフセンター
カラオケ

MASH 北42条店

利用250円分

1枚

映画
T・ジョイ稚内
シネマ太陽 函館
シネマ太陽 帯広

映画鑑賞大人

6枚

映画鑑賞小人

4枚

映画鑑賞大人

6枚

映画鑑賞小人

4枚

映画鑑賞大人

6枚

映画鑑賞小人

4枚

ディノスシネマズ 旭川
ディノスシネマズ 苫小牧

映画鑑賞大人

5枚

ディノスシネマズ 室蘭
生花

紅乃花や ラッキー星置店

買物500円分

2枚

美容室
ヘアプレイス As・sure

利用500円分

2枚

ラッキー千歳錦町店内

0123-27-1014

アサヒドラッグ ラッキー菊水元町店 買物500円分

2枚

ラッキー菊水元町店内

011-871-8622

ガソリン500円分

2枚

札幌市西区発寒7条11丁目1-1

011-662-8121

利用500円分

2枚

ドラッグストア
ガソリンスタンド
スカイロード発寒SS
タクシー
はまなす交通・昭和交通
千歳昭和交通

さわやか無線センター

配車エリア:山の手/西野

011-640-2400

千歳昭和交通

配車エリア:千歳

0123-24-6000

ハウスクリーニング
ヤマトホームコンビニエンス

快適生活Ａコース(洗面台等)

24枚

快適生活Ｂコース(換気扇等)

30枚

※

ギフト券+現金でも利用可能
詳しくはお問い合わせ下さい

エリア︓北海道全域

0120-008008

