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歳末特別大感謝祭加盟店はウラ面をご覧ください

特産品
　    等
特産品
　    等

焼肉
セット券
他

焼肉
セット券
他

南幌町商工会 E-mail nansho@violin.ocn.ne.jp
http://nanporo.jp/
https://nanporo-store.com/

お問合せ
南幌町栄町1丁目3-19　TEL 378-2728

　　　抽選日 ▶ 令和5年１月16日（月）
当選番号発表 ▶ 令和5年１月20日（金）
 　　　　　　　  加盟店・商工会館・商工会ホームページ
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灯油券
洗車券
灯油券
洗車券

1本

100,000円分
なんぽろふれあい商品券
100,000円分
なんぽろふれあい商品券

3本

30,000円分
なんぽろふれあい商品券
30,000円分

なんぽろふれあい商品券

※各加盟店で、抽選券の発行枚数が限られています。感謝祭期間中に抽選券が無くなることもありますので、ご了承願います。
※加盟店によっては、抽選券対象外の商品・サービスがあります。 ※各加盟店設置の抽選箱へ応募願います。
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南幌町商工会令和4年12月１日木～12月25日日〈25日間〉
E-mail nansho@violin.ocn.ne.jp
http://nanporo.jp/
https://nanporo-store.com/

南幌町栄町1丁目3-19  TEL.378-2728

南幌町観光協会特販所
中央１－２－22                 T.378-7020
8：30～17：00 ㊡年末年始（12/31～1/5）

MOON SHOT
中央３－１－20                   T.807-7572
19：00～24：00 ㊡日曜日・祝日

Sing Pub 6ck
元町２－４－14         T.090-3772-3390
12：00～18：00（予約制） ㊡不定休

理髪家
北町１－１－10                   T.378-2701
8：00～19：30 ㊡月曜日

ヘアーサロン創
北町３－２－３                   T.378-0839
8：00～18：00 ㊡月・火曜日

ヘアーサロンしゃもと
栄町１－１－27                   T.378-2609
8：00～18：30 ㊡日曜日

CUORE
中央３－１－22         T.080-3295-9902
9：00～17：00 ㊡日曜日、他不定休

あさい美容室
中央３－２－13                   T.378-2186
9：00～17：00 ㊡日曜日

美容室プラッツ
西町１－６－７           T.070-2012-3387
9：00～18：00 ㊡火曜日

美容室きら
中央４－５－10 ハイツ上田102号 T.378-0655
9：30～18：00 ㊡日曜日、第１・第３月曜日

ヘアークリニック サロン・ド・トガミ
栄町１－１－10                   T.378-5073
10：00～18：00 ㊡火・水曜日

ナイトインブルー
中央３－１－21 壇亭ビル     T.378-0687
19：30～24：00 ㊡日曜日・祝日

スナック華
中央３－１－21 壇亭ビル      T.378-3013
19：30～24：00 ㊡水・土・日曜日

スナック春
中央４－５－５ Nプラザビル T.378-0369
19：30～24：00 ㊡日曜日・祝日

スナックSORTE
中央４－５－５ Nプラザビル２F  T.090-6876-3860
20：00～24：00 ㊡不定休

スナック Stay
中央３－１－21 壇亭ビル T.090-3114-4201
19：00～24：00 ㊡日・祝（都合により休み有）

ホーマックニコット南幌店
中央２－１－１                   T.380-4000
9：00～20：00 ㊡なし

ツルハドラッグ南幌店
中央２－１－２                   T.378-7268
9：00～22：00 ㊡なし

チガイセ竹居田
中央３－１－15                   T.378-2412
8：30～15：30 ㊡日曜日

㈱マツダ商店
中央３－１－25                   T.378-2021
9：00～21：00 ㊡なし

㈱髙松商店
中央４－４－８                   T.378-2421
9：00～17：00 ㊡土・日曜日・祝日

ローソン南幌町中央店
中央４－８－10                  T.378-3339
24H ㊡なし

セブンイレブン南幌元町店
元町２－１－４                  T.378-3731
24H ㊡なし

㈲山ヤ松田商店
元町２－３－８                   T.378-2553
9：00～17：00 ㊡日曜日

高松石油店
栄町１－１－２                   T.378-2244
7：30～19：00 ㊡日曜日

ホワイト急便 南幌店
北町３－３－13         T.090-8896-1487
8：30～16：00/8：30～13：30㈯ ㊡水曜日

なんぽろ温泉ハート＆ハート
南９線西15番地                 T.378-1126
10：00～21：00 ㊡不定休・12月全休館あり

なんぽろジンギスカン
緑町４－５－１                   T.378-2929
9：00～18：00 ㊡年末年始のみ

清寿司
栄町１－２－19                  T.378-7110
11：30～14：00/17：00～21：00 ㊡火曜日

炭火やき 地鶏亭
栄町１－２－22                  T.378-5565
18：00～23：30 ㊡日曜日・祝日

ケイコの店
栄町４－４－36                 T.378-0069
8：00～17：00 ㊡不定休

焼肉 喃喃亭
中央３－１－18                   T.378-2970
17：30～22：00 ㊡日曜日

IKORO CAFE
中央４－３－３                   T.802-8281
火・木18：00～22：00、金・土11：30～24：00、
日・祭11：30～20：00  ㊡月・火曜日

米粉シフォンと焼き菓子 Kinari
中央４－５－５          T.050-3174-3635
12：30～17：00（なくなり次第終了）  
㊡木・金曜日・他

㈱小林本店 南幌みどり野SS
美園３－158－21               T.378-5200
9：00～19：00〈ガソリン・軽油・灯油（配達含む）は対象外。オイル交換・
洗車・タイヤ交換・車検・コーティング・カーメンテナンス商品に限る。〉㊡なし

旬鮮 漁港直送 ことぶきや
中央４－８－１                   T.398-9433
飲食/11：00～15：00（LO14：30） 
物販（テイクアウト）/10：00～18：00 ㊡水曜日

ダイヤモンド カフェ
中央３－２－16         T.080-3233-2091
18：00～22：00 ㊡日・月曜日

美濃屋
中央４－４－５                   T.378-1050
11：30～21：00 ㊡日曜日

プラザホテル二合半
中央４－５－４                   T.378-2201
11：30～14：00/17：00～22：00 ㊡日曜日

南幌らーめん きらら
西町３－５－14                   T.378-1195
11：00～15：00 ㊡水曜日

㈱北洋食産 うどんや昆布さん。
南11線西14番地                T.380-4101
11：00～14：00 ㊡月・火曜日

南幌で高橋
南11線西14番地      T.090-2055-8272
11：00～14：00 ㊡水曜日

なんぽろ鳥まる
中央４－８－６         T.070-8496-2904
11：00～14：00/16：00～18：00 
㊡火・木・土・日曜日

メイプルリーフ
栄町１－１－８                    T.378-5310
11：00～16：00/17：00～21：00（要予約） 
㊡日曜日

犬の美容室 アンジュ
中央４－10－９         T.070-1139-2609
9：00～18：00（トリミングが終了次第閉店）  
㊡不定休

すしはんガーデン
元町１－２－９                   T.378-1888
11：00～15：00/17：00～20：00（要予約） 
㊡月曜日

風樹
栄町４－３－20        T.080-6032-5050
11：00～15：00 ㊡火曜日

カントリーパブ サウストップ
栄町４－３－18                  T.378-1244
18：00～22：30 ㊡日曜日

歳末特別大感謝祭加盟店

当選番号発表 ▶ 令和5年１月20日金 /加盟店・商工会館・商工会HPにて
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