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ご　案　内
「会員証」を提示するだけで、会員と同居家族の皆さ
んに、商品やサービスをお安く提供してくれる「割
引指定店」を、ぜひご利用ください。

（1）ご優待は、会員本人と登録している同居家族が対象となります。
（2）ご優待の内容は、割引指定店の都合により予告なく変更もし

くは取止めになる場合がありますので、ご了承ください。
（3）新規割引指定店や内容の変更は、その都度、「会報さぽーと

さっぽろ」でご案内します。

①特別価格による商品やサービス。
②クレジットカードや各種クーポン券をご使用の場合。
③後日払いの場合。

ご利用方法

優待除外

このステッカーが目印です。

割引指定店をご利用の際には、必ず「さぽーとさっぽろ会員証」
をご提示のうえ、現金でお支払いください。

公益
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冠婚葬祭

●葬儀
北海葬祭・博愛社共通　祭壇・付属品特別パック総額料金表　（単位：円）

■北海葬祭
　中・南26西14　☎561-3344
・北海斎場　豊・豊平4-3　☎824-4444　（家族葬「なごみ」併設）
・ていね北海斎場　手・富丘2-5　☎683-4444
・札幌中央斎場　中・南6西2　☎511-8844
その他札幌市内一円の会館・寺院・式場での葬儀を承って居ります。
割引内容　当社規格外祭壇を30％引き。生花・灯籠を10％引き。

※特別パック料金は上表参照。
※さぽーとさっぽろ会員の斎場使用料は無料。
　（当社施行の場合）

■博愛社
　中・南9西21　☎552-1111
割引内容　�祭壇、仏壇を30％引き。仏具、念珠、生花、灯籠を10％

引き。※特別パック料金は上表参照。

※規格外祭壇もあります。

A B C D
センター料金（税含む） 1,026,000 777,600 594,000 410,400

一般料金（税含む） 1,445,580 1,074,600 834,840 574,020

内訳　祭　壇 1,000,000 700,000 500,000 300,000
　　　付属品 338,500 295,000 273,000 231,500

付
属
品
内
容

寝 棺 五面彫刻棺 二面彫刻棺 桐印籠棺 桐　　棺

位牌・骨箱 上 中 中 並

祭壇用生花、葬儀用書類一式（忌中札、記録帳など）、枕四花、
スダレ、寺院用具、自宅用飾り、自宅用生花、ローソク、線
香、薫香、火種、ドライアイス（1回分）、仏衣、納体袋、僧侶
用足袋・スリッパ・ゴザ（1名分）、受付事務用品、立看板・ア
ンドン、骨上セット、手洗い用具、座布団、湯呑、灰皿

そ の 他

含 む 物

別途料金の物
霊柩車、寝台車、香典返し、礼状葉書、写真引伸し、祭壇用供
物、納棺料、新聞広告、御料理関係、飲物、貸寝具、会場費、
光熱費冷暖房料、その他
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■やわらぎ斎場
すべてのご連絡はフリーダイヤル☎0120-600-300
・やわらぎ斎場センティア28� 中・南2西8
・やわらぎ斎場山鼻� 中・南20西11
・やわらぎ伏見別邸� 中・南13西21
・やわらぎ北円山別邸� 中・北5西22
・やわらぎ斎場新琴似� 北・新琴似5-7
・やわらぎ斎場篠路� 北・篠路8-5
・やわらぎ斎場幌北� 北・北23西9
・やわらぎ新川別邸� 北・新川5-4
・やわらぎ斎場北光� 東・北35東8
・やわらぎ斎場元町� 東・北23東23
・やわらぎ斎場白石� 白・中央2-7
・やわらぎ斎場厚別� 厚・厚別南3
・やわらぎ斎場厚別西� 厚・厚別西5-4
・やわらぎ斎場月寒� 豊・月寒中央通7
・やわらぎ斎場豊平� 豊・水車町3
・やわらぎ斎場西岡� 豊・西岡509
・やわらぎ斎場清田� 清・清田1-1
・やわらぎ斎場川沿� 南・川沿8-1
・やわらぎ斎場藤野 2017年10月オープン  南・藤野3-4
・やわらぎ斎場西町� 西・西町南18
・やわらぎ斎場西町別館� 西・西町南18
・やわらぎ斎場西野� 西・西野5-4
・やわらぎファミリア八軒� 西・八軒5西1
・やわらぎ斎場手稲� 手・曙4-1
・やわらぎ斎場江別� 江別市高砂町4-1
・やわらぎ斎場恵庭� 恵庭市有明町6
・やわらぎ斎場北広島� 北広島市新富町東1
・やわらぎ斎場石狩� 石狩市花川南8-3
・やわらぎ斎場小樽� 小樽市有幌町3-1
・やわらぎファミリア新光� 小樽市新光2
・やわらぎ斎場滝川� 滝川市朝日町東1
・やわらぎ斎場深川� 深川市広里町1
・やわらぎ斎場旭川� 旭川市5条通15
・やわらぎ斎場神居� 旭川市神居1-2
・やわらぎ斎場春光� 旭川市春光1-7
・やわらぎ斎場東光� 旭川市東光5-3
・やわらぎ斎場永山� 旭川市永山2-9
・やわらぎファミリア神楽岡� 旭川市神楽岡8-2
・やわらぎファミリア士別� 士別市大通3
・やわらぎ斎場名寄� 名寄市徳田240
つぎの式場は☎0126-22-0878
・公益社メモリアルホール 岩見沢市2条東17
・家族葬ホールめもりある 岩見沢市4条東14
・公益社やわらぎ斎場岩見沢西 2017年10月オープン  岩見沢市9条西19丁目
割引内容　�祭壇料10％引き。葬儀用品5％引き。会場費50％引き。

枕花サービス。
割引除外　他の割引との併用。祭壇の生花。
※計画中のためオープン時期は予告なく変更になる場合がございます。
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■セリオむすめや
　☎0120-58-1083（24時間受付）
・むすめやホール西町　西・西町北8-1-6　☎661-1144
・むすめやホールていね　手・前田4-8-1　☎684-4444
・むすめやホールしのろ　北・篠路2-7-6-3　☎774-0044
・むすめやホール元町　東・北21東15-6-2　☎721-1144
・むすめやホール平岸　豊・平岸5-13-5-23　☎824-2141
・むすめやホール厚別　厚・厚別中央1-2-1-16　☎891-1155
・むすめやホールもなみ　南・川沿10-1-4-30　☎573-1144
・むすめやホール大麻　江別市大麻中町26　☎387-1144
・札幌中央斎場　中・南6西2-1-1　☎511-8844
・白石中央斎場　白・中央2-3-4-10　☎811-0093
割引内容：�「セリオむすめや」の10斎場が会員価格で利用いただ

けます。24時間体制で病院等からのご遺体移送をサ
ポートします。また、病院等から斎場安置も承わりま
す。祭壇施行料金を30％割引。斎場使用料を30％割
引。斎場光熱費を無料。生花・供花10％割引。忌中料
理を10％割引（折詰め5％割引）。燈籠類10％割引。香
典返し5％割引。引き物5％割引。貸し布団10％割引。
貸し衣装10％割引。集合写真10％割引。アレンジフラ
ワー10％割引。額縁卓上遺影写真オリジナルプレート
提供。

■博善社
・本社　中・南14西7　☎512-1111
・博善斎場　中・南30西12　☎533-1111
・西区博善斎場　西・西町北12　☎665-1111
・北野博善斎場　清・北野3-3　☎889-1111
・東区博善斎場　東・北28東8　☎731-1111
・多目的ホールやまはな　中・南17西10　☎563-1111
割引内容　�祭壇料を10〜30％引き。供花（札幌市内配送）を15％

引き。

■極楽堂はなや
　中・南8西9（東屯田通）　☎521-3126
割引内容　祭壇料を10〜30％引き。

■公益社
・本社　中・南3西9　☎242-4242
・中央霊堂　中・南6西9　☎511-4242
・太平斎場　北・太平7-5　☎771-4242
・南郷斎場　白・南郷通15北8　☎861-4242
割引内容　�祭壇料を10〜30％引き。生花を20％引き。御供物、お

料理10％引き。霊柩車及び霊柩バス特典あり。公益社
セットプラン一日葬、家族葬を会員で提供。

■第一葬祭
　白・北郷7-4　☎872-3284
割引内容　�祭壇、仏壇、仏具を20〜 30％引き。神棚、神具を20％

引き。回転灯籠、慶弔生花（配送は市内全域、江別市、石
狩市、北広島市）などを10％引き。

割引除外　葬儀祭壇以外の諸費用。
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ろっぴゃく さんびゃく

0120－600－300
お問い合わせは

24時間・年中無休
Ⓡ

内容内訳 通常価格 会員割引後
祭壇
祭壇供物
お棺
仏衣
納体布団
杖・笠・数珠・草履
守力
後飾り祭壇
御前花
お骨箱一式
位牌・霊璽
骨上げセット
遺影写真（カラー四ツ切）
事務用品
自宅用ローソク・線香
葬儀書類一式
備品一式
会場費

200,000
8,000
35,000
7,000
10,000
4,000
1,000
12,000
4,000
5,000
3,000
2,000
12,000
3,000
6,000
10,000
10,000
200,000

180,000
7,600
33,250
6,650
9,500
3,800
950

11,400
3,800
4,750
2,850
1,900
11,400
2,850
5,700
9,500
9,500

100,000
合計 532,000 405,400

さぽーとさっぽろ会員様特典

経験豊かな
葬祭ディレクターが
お世話させて
いただきます。

個人葬から
社葬・団体葬まで
宗旨宗派を
問いません。

24時間完全受付体制・
年中無休

安心と信頼のシステム

●葬儀費用の一例（税抜）

2017 年 4月現在　※金額はすべて税抜表示です。※内訳の詳細について
はお問合せください。※祭壇には生花は含まれておりません。※他割引等の
併用はできかねますのでご了承願います。

126,600円も
お得です！

祭　　壇 10％割引 葬儀用品 5％割引

枕　　花 サービス会 場 費
やわらぎ斎場ご利用の
場合に限ります

50％割引

ご会葬者・葬儀役員 送迎サービス
※やわらぎ斎場ご利用の場合に限ります。

さらに
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あ
っ

や
わ
ら
ぎ
斎
場
さ
ん
？

お気軽にご相談ください。

費 用 の 事

供 物 の 事

家族葬の事

マナーの事

法 要 の 事

葬儀・法要に関することは、
お近くの相談室へお気軽にご来店、
ご連絡ください。
ご相談は無料です。

やわらぎ斎場TVCM出演中

大地康雄

琴似駅前

北 円 山

環状通東

手稲山口

札幌市西区琴似 2 条1丁目
5588KOTONI ビル1F
☎011-633-4621
営業時間 10:00 ～ 20:00

札幌市中央区北 5条西 22丁目1-10
やわらぎ北円山別邸内
☎011-621-1133
営業時間 9:00 ～ 18:00

札幌市東区北15 条東16丁目1-5
＜木曜定休＞

☎011-788-1711
営業時間 9:30 ～ 18:30

札幌市手稲区明日風 6 丁目 1-1
イオンスーパーセンター手稲山口店内
☎011-681-8131
営業時間 9:00 ～ 19:00
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●さぽーとさっぽろの会員の皆様へ。

会員様用の低廉でお得な、

家族葬から社葬まで

内 容につきましては 191 ペ ージ の

当社直営斎場のほか、市内・近郊の町内会館、
寺院、他の斎場などでのご葬儀も承っております。

厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査
一級葬祭ディレクター在籍店

全 日 本 葬 祭 業 協 同 組 合 連 合 会 会 員
経済産業大臣認可

札幌市中央区南 26 条西14丁目
北海フラワー

パック 料 金 表 をご 参 照くださ い 。

葬儀パックをご用意しております。

（代表）
☎
●ホームページ http://hokkaisousai . jp/

札幌市中央区南 2 6条西14丁目

561-3344

都心で家族葬から社葬まで

豊平区豊平4-3-2-5　36号線沿い 824-4444

1日1組・都心の葬儀場

中央区南6西 2　豊水すすきの駅前 511-8844

国道5号線沿い・大駐車場

手稲区富丘2-5-1-30 683-4444
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（登録料500円1回きり）

186
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24時間受付

「経済産業省認定　JECIA個人情報保護協会」　認定企業

本社/札幌市中央区南8条西2丁目5
本部/札幌市白石区中央2条3丁目4-10

TEL（011）811-0093 

株式会社　セリオむすめや
URL　http://www.musumeya.co.jp/
0120‐58‐1083

●祭壇施行料金…30％割引
●斎場使用料……30％割引
●斎場光熱費……………無料
●生花・供花……10％割引
●忌中料理………10％割引
　　　　（折り詰め5％割引）
●灯籠類…………10％割引
●香典返し…………5％割引

●引き物……………5％割引
●貸し布団………10％割引
●貸し衣装………10％割引
●額付卓上遺影写真
    オリジナルプレート提供
●集合写真………10％割引
●アレンジフラワー
……………………10％割引

葬儀　割引特典

さぽーとさっぽろの
会員様特典

もしもの時は、セリオむすめやへ
●「セリオむすめや」の10斎場が会員価格で利用いただけます。
●24時間体制で病院等からのご遺体移送をサポートいたし

ます。又、病院等から直接の斎場安置も承ります。
●お客様の立場に立ち、すべてのご要望におこたえします。
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あなたの街の「セリオむすめや」です。

札幌市内・近郊に10斎場

むすめやホール 西　町
札幌市西区西町北8丁目1-6

むすめやホール 平　岸
札幌市豊平区平岸5条13丁目5-23

むすめやホール 厚　別
札幌市厚別区厚別中央1条2丁目1-16

むすめやホール ていね
札幌市手稲区前田4条8丁目1

むすめやホール もなみ
札幌市南区川沿10条1丁目4-30

むすめやホール 大　麻
江別市大麻中町26番地

札幌中央斎場

むすめやホール しのろ
札幌市北区篠路2条7丁目6-3

白石中央斉場
札幌市白石区中央2条3丁目4-10

むすめやホール 元　町
札幌市東区北21条東15丁目6-2

札幌市中央区南6条西2丁目1-1

824-2141TEL(011)

891-1155TEL(011)

573-1144TEL(011)

387-1144TEL(011)

511-8844TEL(011)

661-1144TEL(011)

684-4444TEL(011)

774-0044TEL(011)

811-0093TEL(011)

721-1144TEL(011)
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家族葬のご案内
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■中央葬儀社
　手・前田2-11　☎685-3336
割引内容　�祭壇を30％引き。祭壇付属品を20％引き。生花、供物、

料理仕出、香典返、引物を5〜10％引き。
割引除外　霊柩車、新聞広告、貸ふとん、写真撮影、仏壇、貸衣裳、貸プロパン。

■一般社団法人 札幌斎場
　豊・平岸4-15　☎821-0631
割引内容　�葬儀プラン葬5％割引。供花（スタンド・アレンヂ）

10％割引。ホール・式場料、無料サービス。（但し、冷暖
房料は有料）

割引除外　�霊柩車、写真撮影、貸衣裳、貸ふとん、新聞広告、処
置納棺。

■三栄社
　豊・月寒東3-3　☎855-4444
割引内容　�祭壇料を30〜50％引き。供花・供物を10％引き。その

他の商品を10％引き。

■クラッセwithメモリエ
　中・北2東13　☎218-4444
割引内容　料金プランから10％割引。

●墓石・仏壇・神仏具
■お仏壇のよねはら（米原仏具店）
　中・南4西2　☎511-7725
割引内容　�仏壇、神棚、仏具、神具を店頭表示価格よりさらに

10％引き。

■ギャラリーメモリア札幌
　中・北4西2（邦洋札幌N4.2ビル1F・2F）　☎0120-596917
割引内容　�現代仏壇のご優待。（要相談／商品カタログ発送しま

す。）

■札幌共立石材
　南・石山2-2　☎592-4114
割引内容　�真駒内滝野霊園墓石を15％引き。公営霊園墓石、補修

工事を20％引き。
割引除外　�真駒内滝野霊園規格墓石。
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産後ケア

●産後ケア施設
■産後ケアハウス　さんさん助産院
　清・清田1-4-3-60　☎0120-352833
割引内容　�母乳育児相談料、おっぱいケアの初診料を無料。育児

グッズ購入の方にはさんさん珈琲（ノンカフェイン）
をプレゼント。そのほか初回往診費の割引や産後ケア
入院の方には育児グッズの割引などサービス内容に
合わせて様々な割引・特典あり。

� ※詳細はホームページをご覧ください。
割引除外　�キャンペーン期間、補助制度利用などの場合は除外。

家事・育児・自費介護サービス

■ニチイライフ
　ニチイお客様センター　☎0120-212-295
　※ご予約の際、「法人ID0532」とお伝えください。

割引内容　�・�各種代行サービスを不定期に、1回からご利用いた
だける「スポットプラン」の通常料金から5％割引

�・��「デビュープラン」（90分　3,980円）の利用（1回
限り）

割引除外　�他の割引、サービス、優待、特典、キャンペーンとの併用は不可
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日用品・貴金属

●家庭金物・消火器
■株式会社ヤマト防災サービスセンター
　中・北3東10　☎251-3441
割引内容　�消火器を55％引き。住宅用火災警報器（煙・熱共）を

40％引き。災害備蓄用非常食（パン、ビスケット、水）
を30％引き。

割引除外　�取付工事費。

■丸三商事株式会社
　中・南1西12（仲通り）☎251-5191
割引内容　�粉末ABC消火器を30〜40％引き。消防用設備保守点検

業務を30％引き。

■興亜防災設備株式会社
　北・北30西9-5-20　☎736-1811
割引内容　�粉末ABC消火器を50％引き。避難器具、避難誘導灯を

30％引き。住宅用火災警報器を35％引き。自動火災報
知設備を20〜30％引き。

割引除外　�取付工事費。

●時計・宝石・貴金属
■きりんや
・地下街オーロラ本店　中・大通西3　☎231-3213
割引内容　�全商品20〜25％引き。
割引除外　�赤札品、一部ブランド品。

■宝石の玉屋
　中・北2西3　☎231-4517
割引内容　�本真珠ネックレス糸交換料金を10％引き。
割引除外　�その他の特典等と併用不可。

■葵トレーディング
　清・清田3-1　ダイアム葵ビル　☎886-5000
割引内容　�宝石、時計、貴金属、毛皮、舶来雑貨等を10〜20％引き。
割引除外　�一部ブランド品（シャネル・ヴィトン等）
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●メガネ・カメラ・写真館
■グラスタイム　シバタ
　北・北23西4（5丁目通り）　☎716-9496
割引内容　�眼鏡を10％引き。
割引除外　�一部有。

■水野眼鏡店
・本店　中・南2西4　☎231-0732
・東急店　中・北4西2　東急5Fメガネサロン　☎212-2473
・大丸店　中・北5西4　大丸札幌店8F　☎252-3855
割引内容　�メガネを10〜15％引き。サングラスを20％引き。メガ

ネ雑貨、コンタクト雑貨、光学品を5〜10％引き。
割引除外　�セットメガネ・特殊メガネ（アイメトリクス、エア・チタニウム、ポラ

リス、バゼル）・一部ブランドフレーム・サングラス・補聴器。

■フォート明憲社
　南・澄川6-7　☎206-8426
割引内容　�遺影写真の製作を30％引き。肖像写真の撮影を10％引き。

■渡邊写真館
・本店　中・南1西14　ワフスビル　☎221-8733
割引内容　�撮影（百日、七五三、家族、見合い写真など）を20％引

き。
割引除外　�婚礼写真、証明写真、焼増、ファンタグラフィ。

■㈱マキ商会
　東・北13東7　☎741-8662
割引内容　�証明写真を定価の20％引き。

■メガネのプリンス
対象店舗　道内各店

※各店舗にご確認のうえご利用ください。
割引内容　�メガネ（レンズ、フレーム）を20％引き。更に割引後

10,000円以上は1,000円引き、20,000円以上は
2,000円引き。その他付属品（ケース、コンタクトケア
用品）を10％引き。

割引除外　�セット商品。特別価格商品。
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■㈲桐光商会
　豊・平岸3-6　☎823-6604
割引内容　�天体望遠鏡（ビクセン・ケンコー・サイトロン）を20％引

き。その他12％引き。双眼鏡、顕微鏡を15％引き。（一部
除外品あり）

割引除外　�タカハシ製天体望遠鏡。

■ビィーアイ・メガネ
　豊・美園7-6　☎822-7691
割引内容　�フレーム20〜30％引き。レンズ50％引き。専用（近視・

老眼など）メガネ一式一薄型レンズ無料サービス。（一
部メーカー商品により割引対象外があります。）

割引除外　�セット品、光学雑品。

■メガネトップ
・「眼鏡市場」札幌中央11丁目店　中・南1西11　☎261-5985
・「眼鏡市場」札幌東苗穂店　東・東苗穂1-2　☎788-0368
・「眼鏡市場」札幌白石川下店　白・川下3-6　☎879-2388
・「眼鏡市場」札幌発寒店　西・発寒14-4　☎669-8568
・「眼鏡市場」札幌西町店　西・西町北6　☎668-5188
・「眼鏡市場」札幌藻岩店　中・南30西10　☎530-0800
・「眼鏡市場」札幌屯田店　北・屯田9-2　☎775-7008
・「眼鏡市場」札幌平岡店　清・北野5-5　☎889-4558
・「眼鏡市場」三井アウトレットパーク札幌北広島店　北広島市大曲幸町3　☎377-2591
・「眼鏡市場」岩見沢店　岩見沢市大和1-7　☎（0126）31-0088
・「眼鏡市場」函館美原店　函館市美原1　☎（0138）62-7700
・「眼鏡市場」函館大川店　平成28年8月オープン予定
・「眼鏡市場」アクロスプラザ滝川店　滝川市南滝の川132-1　☎（0125）23-8488
・「眼鏡市場」旭川末広店　旭川市末広東1-2　☎（0166）54-8778
・「眼鏡市場」旭川永山店　旭川市永山6-5　☎（0166）40-4668
・「眼鏡市場」イオンモール旭川西　旭川市緑町23　☎（0166）59-7935
・アルクイオンモール旭川西　旭川市緑町23　☎（0166）59-7670
・「眼鏡市場」室蘭東町店　室蘭市東町1-7　☎（0143）47-3338
・「眼鏡市場」釧路入江店　釧路市入江町14-4　☎（0154）32-3608
・「眼鏡市場」イオンモール釧路昭和　釧路市昭和中央4-18　☎（0154）55-4778
・「眼鏡市場」帯広店　帯広市西18南2　☎（0155）34-5558
・「眼鏡市場」帯広西五条店　帯広市西5南22　☎（0155）22-6528
・「眼鏡市場」北見三輪店　北見市東三輪2-39　☎（0157）31-4024
・「眼鏡市場」北見大町店　北見市大町1-1　☎（0157）66-3918
・「眼鏡市場」網走店　網走市駒場南7　☎（0152）61-6608
・「眼鏡市場」苫小牧店　苫小牧市柳町2　☎（0144）53-6788
・「眼鏡市場」千歳店　千歳市東郊1-3　☎（0123）26-6678
・アルク千歳アウトレットモール・レラ店　千歳市柏台南1　☎（0123）49-3338
・「眼鏡市場」函館上磯店　北斗市七重浜4-40　☎（0138）49-3938
・「眼鏡市場」音更店　音更町木野大通西14-1　☎（0155）30-7288
・「眼鏡市場」札内店　幕別町札内共栄町164-1　☎（0155）20-4648
割引内容　�メガネ・サングラス・コンタクトレンズを店頭価格よ

り5％引き。
割引除外　�補聴器、備品。
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衣料・呉服・寝具

●婦人服・衣料品
■タケハウス
　中・南8西9-1032　☎563-4433
割引内容　婦人衣料品15％引き
割引除外　年2回のクリアランスセール（7/1〜20、2/1〜2/20）

●呉服
■島屋
　中・南3西8（狸小路8丁目）島屋ビル1F　☎251-3758
割引内容　�呉服（きもの、帯）を白札より35％引き。和装小物を

10％引き。
割引除外　�赤札、セール品、他一部除外品あり。

■衣匠かつ又
　中・南20西6　☎511-8035
割引内容　�呉服及び関連商品を20％引き。特価商品を10％引き。
割引除外　�仕立料、加工料など外注費、特注品。

■せき呉服店
　北・新琴似3-2（北郵便局前）　☎761-6816
割引内容　�振袖、留袖、袋帯、名古屋帯、小紋、紬、喪服、コート類、色

無地、訪問着、付け下げ、大島紬、色留袖を10％引き。
割引除外　�作家特殊品・袋物・加工料・外注加工料・裏地・赤札商品。

●寝具
■寝具のフタバ
　厚・厚別北2-2　☎893-1065
割引内容　�寝具・寝装品を10％引き。（特価品を除く）
割引除外　�貸布団、学用品、手芸用品。

■シマ寝装
　西・八軒1東1　コスモ館1F　☎621-5674
割引内容　�羊毛・羽毛ふとん、ふとん仕立・加工・丸洗・寝装・寝具

オール20％引き。
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飲食店・料理店・食料品

●飲食店
飲食店ご利用の際は、ご注文前に“さぽーとさっぽろの割引”を
利用する旨、申し出てください。

■炭火焼　ばんけい苑
　中・盤渓386　☎641-0119
割引内容　�店内での飲食につき、代金の5％引き。
割引除外　�宴会、ランチメニュー、売店商品。カードでの支払い。

■中国料理　彩雲
　中・北2西1　ホテルモントレ　エーデルホフ札幌12F　☎330-4462（直通）
割引内容　飲食代金を10％引き。
割引除外　�12月22日〜25日のX'mas期間、12月31日〜1月3日の年末年始

期間、既に割引されている企画商品。

■日本料理　随縁亭
　中・北2西1　ホテルモントレ　エーデルホフ札幌13F　☎330-4461（直通）
割引内容　�飲食代金を10％引き。
割引除外　�12月22日〜25日のX'mas期間、12月31日〜1月3日の年末年始

期間、既に割引されている企画商品。

■創作料理　華蘭亭
　中・北4東1　ホテルモントレ札幌2F　☎330-4477（直通）
割引内容　�飲食代金を10％引き。
割引除外　�12月22日〜25日のX'mas期間、12月31日〜1月3日の年末年始

期間、既に割引されている企画商品。

●料理・仕出し
■御料理仕出しの中西
　東・伏古8-3　☎784-8000
割引内容　�仕出し料理を10％引き。

■大丸
　豊・美園2-3　☎824-2711
割引内容　お膳料理を10％引き。お弁当を5％引き。
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●コーヒー豆
■珈房　サッポロ珈琲館
・本店／カフェ＆焙煎工房　西・八軒1-西3　☎612-6646
・月寒店／カフェ＆ビーンズショップ　豊・月寒西1-7　☎856-1105
・北円山店／カフェ＆ビーンズショップ　中・北6西20　☎615-7277
・時計台ガーデンテラス店／カフェ＆ビーンズショップ　中・北1西2��☎207-5889
・八軒店／ビーンズショップ　西・八軒1-西3　☎622-3139
・琴似店／カフェ＆ビーンズショップ　西・琴似2-2　☎644-3139
・北野店・ケーキ工房／カフェ＆ビーンズショップ
� 清・北野7-1　☎855-6689
・大谷地店／カフェ＆ビーンズショップ　厚・大谷地東3　☎892-1889
・厚別店／カフェ＆ビーンズショップ　厚・厚別南2　☎892-0148
・平岸店／カフェ＆ビーンズショップ　豊・平岸2-6　☎814-0141
・山の手店／ビーンズショップ　
� 西・山の手1-7（ラッキー山の手店内）　☎641-5757

・東札幌店／ビーンズショップ　白・東札幌3-2　☎825-0366
割引内容　珈琲豆を全商品20％引き。
割引除外　�すでに割引されている商品の重複割引。

■㈱宮田屋珈琲
・清田本店　清・清田1-3　☎881-7455
・東苗穂店　東・東苗穂5-2　☎787-0707
・豊平店　豊・平岸4-1　☎817-3930
・大麻店　江別市大麻桜木町21-3　☎398-1515
・美しが丘店　清・美しが丘2-1　☎887-3818
・白石店　白・東札幌2-6　バスターミナル　☎867-3818
・清田ダイイチ店　清・清田2-3　ダイイチ清田店　☎888-3818
・サッポロファクトリー店　
� 中・北1東4　フロンティア館　☎218-3818

割引内容　珈琲豆のみ全商品10％引き。
割引除外　�珈琲豆以外の商品。他の割引券等の重複利用。

●健康食品
■ビーイー
　中・南4西6　全日ビル4F　☎221-1411
割引内容　�スッポンA・田七人参・アガリクス茸・キャッツクロウ・マ

カ＆ガラナ・糖美減・他生活習慣予防食品を40％引き。
割引除外　�腸安心・イベ茶。



209割引指定店

スパ・理美容・マッサージ・リラクゼーション

●スパ
■カルロビ　バリ　スパ
　中・北2西1　ホテルモントレ�エーデルホフ札幌14F��☎330-4455（直通）
割引内容　�スパ入場料　一般ビジター2,800円を1,150円。
割引除外　�12月22日〜25日のX'mas期間、12月31日〜1月3日の年末年始

期間、既に割引されている企画商品。

●理美容
■ヘアーハウスアイズ
　厚・厚別中央1-2　☎895-8099
割引内容　�新規の方、ヘナコースを1,000円引き。（予約制）

■おしゃれチェーン店
・ヘアーサロンおしゃれホクレン店
　中・北4西1　ホクレンビルB1F��☎222-3939
・おしゃれとこや緑苑店　中・北3西7　緑苑ビルB1　☎221-9230
・CUT HOUSE平岸店　豊・平岸2-7　☎815-7939
割引内容　�総合調髪3,000円、クイックカット1,500円、パーマ

5,500円〜、ヘアカラー5,500円〜、婦人顔そり2,500
円を10％引き。（クイックメニューを除く）

　　　　　�クイックカットは男性、女性共1,500円。サイドメ
ニューご利用下さい。（各店にてお確かめください）

　　　　　�耳掃除、ヘッドスパ、エステマッサージ、リフレッシュ
マッサージ、総合調髪＋500円。単品1,000円〜

　　　　　※料金はすべて消費税別。
　　　　　※予約可。詳細は電話で各店舗にお問い合わせ下さい。
　　　　　※�ホクレン店は、高圧高濃度酸素カプセル有。（要予約）

3,000円、回数券（5回分）10,000円

●マッサージ
■マッサージルームおさだ　エステルームおさだ
　豊・西岡2-3　2・3ビル1F　☎856-3503
割引内容　�マッサージ、エステ、フットマッサージ、ほぐしを60

分以上300円引き。
割引除外　�他券、他サービス、延長サービスとの併用

●リラクゼーション（もみほぐし）
■りらくる
対象店舗　札幌市内の店舗のみ

店舗の場所や料金などの詳細は公式HPをご確認くだ
さい。（https://riracle.com/）
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割引内容　・1名で来店の場合、税込料金より250円割引
�・��2名以上で来店の場合、税込料金より300円割引
　（1名につき）
※60分以上のコースを利用の場合に限る

割引除外　�他の割引、サービス、優待、特典、キャンペーンとの併用は不可

クリーニング

●クリーニング
■松田クリーニング
　西・発寒4-5　☎661-1684
割引内容　�ワイシャツ、背広上下、婦人用スーツ、オーバーなど

一般クリーニングを10％引き。
割引除外　�皮革、毛皮。

■㋚マルサクリーニング（一点一点高級手仕上げの店）
　厚・大谷地西6　☎891-3636
割引内容　�一般ドライクリーニングを20％引き。また、70歳以上

は50％引き。
割引除外　�毛皮革、布団、カーペット等の特殊品。ワイシャツ等の水洗い品。

■協栄クリーニング札幌
・本店��豊・平岸4-4　☎831-2521
・クリーニング＆ケアひまわり
　豊・平岸2-7　エクセレントハイム平岸1F　☎823-4537
・クリーニングアルファ平岸1丁目店　豊・平岸2-1　☎813-6343
割引内容　�一般クリーニング（ドライクリーニング）を10％引き。
割引除外　�和服、毛皮製品などの特殊品、ワイシャツほか水洗製品。
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家具・インテリア

●家具・インテリア
■アイシン
　東・北47東8　☎711-0291
割引内容　�オーダーカーテンを50％引き。ブラインド、アコーディ

オンカーテン、ロールスクリーン、デザインカーテン、
カーペット、照明器具、内装工事を30％引き。

■日本インルーム
　豊・西岡1-9　☎851-7101
割引内容　�その都度打合せ。リフォーム工事（システムキッチン・

ユニットバス・洗面化粧台・収納家具・手すり・内窓サッ
シ・フローリング・カーペット・クロス貼・水栓金具・レ
ンジフード・室内物干し・その他）

■オーダーカーテン専門店　トムズ
　白・東札幌3-1　ライオンズステーションタワー東札幌1F　☎832-3551
割引内容　�オーダーカーテンをメーカー希望小売価格より20〜

60％引き。ブラインド・ロールスクリーン・プリーツス
クリーンを40％引き。当社ショールーム展示の商品
は、店頭割引販売価格より更に10％引き。

■濱田義商店
　西・琴似1-4　☎641-3456
割引内容　�内装工事を30％引き。カーテン、ジュウタンを20％引

き。インテリア商品、畳を10％引き。

■プラザ
　西・山の手7-6　☎631-2266
割引内容　�オーダーカーテンを30〜50％引き。インテリア関連商

品、家具を20〜30％引き。建築工事、内装工事を10〜
30％引き。

■インテリアおぐら
　手・前田5-9　☎683-3431
割引内容　�カーペット（ピース物、3帖〜10帖）を40％引き。カー

ペット（オーダー物）、カーテン（オーダー物）を30％引
き。ブラインド、ロールスクリーン、メーカー品を20％
引き。

割引除外　�内装工事（カーペット、クロスなど）。



212 割引指定店

書籍・文房具・事務用品・額縁

●書籍・文房具・事務用品・額縁
■三洋ビジネス・マシン
　中・南1西16（仲通り）みつわビル2F　☎644-4691
割引内容　�コピー、ファクシミリ、プリンター機器、消耗品20％

〜40％引き。オフィス家具・備品を20〜40％引き。防
犯機器・監視機器を10〜30％引き。

割引除外　�上記商品に係わる修理・メンテナンス等の人件費。

■北央事務機
　白・菊水元町4-1　☎874-1435
割引内容　�文具、事務用紙製品、ファイリング、サプライズ、OAサ

プライ、OA機器、製図用品及び事務用家具を25％引
き。

■松山額縁店
　中・南3西5（狸小路）　☎251-9000
割引内容　�油絵、版画、掛軸、洋画材料、額縁を10％引き。

■株式会社ノダ―野田額椽店―
　中・南2西7　☎231-6610
割引内容　�額縁、油絵、版画、掛軸、アートポスターを10％引き。
割引除外　�オーダー額縁など一部商品。

■セントラルソメヤ
　厚・厚別中央2-5　サンピアザB1F　☎890-2250
割引内容　�文具、事務用品、事務機器を10％引き。
割引除外：特価および100円以下の商品

●印章・表札
■株式会社田口商会
　中・南1西12　☎251-2613
割引内容　�実印、銀行印、認印、代表印、角印、ゴム印、名刺、はが

き、封筒、チラシ等の印刷を10〜 30％引き。
割引除外　�セール品
　http://taguchi112.web.fc2.com/

■株式会社村本印房
　中・南1西4　☎251-5533
割引内容　�印鑑、ゴム印、シャチハタなど全商品を10〜20％引き。
割引除外　特価品、セール品
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自動車学校・各種教室

●自動車学校
■桑園自動車学校
　中・北8西14　☎271-7511
割引内容　�普通免許教習料（所持免許なし）を10,800円引き。

■麻生自動車学校
　北・北36西5　☎726-5251
割引内容　�普通免許教習料（MT車）10,800円引き。（AT車）
� 10,260円引き。

■藻南自動車学校
　南・川沿10-2　☎571-8862
割引内容　�普通免許教習料を10,000円引き。
割引除外　�特別割引期間中または学生割引等のもの。

●各種教室
■東京きもの学院
　中・南1西2　第五藤井ビル7F　☎231-0977
割引内容　�着付（手結び）、和裁、袋物工芸、和コート仕立、着付とマ

ナーズの入学金を50％引き。上記各講座・初級コース
の受講料を10％引き。

■ヨガライフスクール　イン　サッポロ
　中・南1西2　第五藤井ビル3F　☎221-1225
割引内容　�入学金を25％引き。

■ギター教室くさがや
　豊・福住2-1-1　☎857-2734
割引内容　�入会月のレッスン料を1,000円引き。

■COCO塾JRタワーさっぽろ校
　�中・北5西2��JRタワーオフィスプラザさっぽろ　�
☎219-3711

割引内容　�入学金（32,400円）無料。COCO塾
ジュニア入会金（16,200円または
8,750円）無料。
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スポーツ・レジャー・工芸

●スポーツ・レジャー・旅行用品
■コスモサービス
　中・北4西5��アスティ45ビル4F（北海道パスポートセンター前）��☎232-0757
　受付はコスモサービスインフォメーション前でも承ります。
割引内容　�スーツケース、海外旅行用小物、レンタルスーツケース

を5％引き。
割引除外　�1,000円未満のご利用、特価品、お土産品、ガイドMAP類、電気製

品、食品、特価商品（RIMONA）、靴、パスポート写真

●絵画・掛軸・版画
■北海道画廊　掛軸センター
　中・南3西2　KT3条ビル2F　☎251-3619
割引内容　�油絵、掛軸、版画、日本画を10％引き。

■北都画廊
　中・北1西18　市田ビル　☎644-6666
割引内容　�版画、水彩、油絵、掛軸を20％引き。

●玩具・手芸
■津村娯楽堂
　北・北16西3　☎716-2020
割引内容　�囲碁用品（碁盤、碁石、碁笥）、将棋用品（将棋盤、駒、駒

台）、麻雀牌、麻雀卓（手打卓）、麻雀用椅子、サイドテー
ブルを30％引き。全自動麻雀卓を20％引き。
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自動車・自転車・運送

●自動車整備・部品
■高柳自動車サービスステーション
　中・南8西1　☎511-0456
割引内容　�車検整備料、一般修理料を20％引き。
割引除外　�車販売、板金塗装。

■スズキ東苗穂　株式会社ライラック自工
　東・東雁来5-1　☎789-2111
割引内容　�車検早期割引最大3,000円、その他割引有り。

車検整備　→　早期予約割引
6ヶ月前　…　3,150円
3ヶ月前　…　2,100円
1ヶ月前　…　1,575円
1週間前　…　1,050円
持込み、引取割引3,150円（2回目利用2,100円）等があ
ります。自動車保険証券提示1,050円。

■松葉自動車工業
　白・川下1070-5　☎871-8226
割引内容　�板金塗装料、車検整備料を20％引き。

■日の出自動車興産
　本社　西・琴似3-2　☎621-3173
　西宮の沢サービス工場　手・西宮の沢1-2　☎665-5221

割引内容　�車検・一般整備料を20％引き。板金塗装料を10％引き。
割引除外　�部品。

■田井モータース㈱
　中・北10西21　☎621-6569
割引内容　�車検整備料、一般整備料、板金塗装料を20％引き。

●レッカー
■㈱協栄車輛
　白・北郷2405　☎875-7977
割引内容　�自動車けん引（レッカー）、パンク修理、路外応急修理

料を20％引き。
割引除外　�外車。

●自転車
■㈲ナカガワ
　中・南6西7　☎511-6417
割引内容　�自転車を10％引き。子供用自転車を5％引き。
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●引越運送
■北海道名鉄運輸㈱
　白・川北2246-3　☎0120-154-555
割引内容　�引越運送を20％引き。

■㈱サカイ引越センター北海道ブロック法人課
　フリーダイヤル　0120-24-4413
割引内容　�引越基本料金（運賃＋人件費）を20〜30％引き。その

他、荷造り用ダンボール最大50箱無料サービス（枚数
は車両によって変わります）等特典があります。くわし
くは、上記フリーダイヤルにお問い合わせください。

割引除外　�3月20日〜4月10日は割引除外となります。

■アートコーポレーション㈱
　フリーダイヤル　0120-077-789
割引内容　�引越基本料金（車輌費＋人件費）の20％割引（3月20

日〜4月10日の間は10％割引）。ダンボール最大50枚
サービス。

割引除外　�他の割引サービスとの併用はできません。
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住宅

●塗装
■札幌塗装工業㈱
　中・宮の森2-9　☎611-2563
割引内容　�内外塗装工事を11〜21％引き。

■㈲横山塗装工業
　北・新琴似11-11　☎762-0579
割引内容　�一般住宅塗装（外壁、屋根、塀）を10％引き。

■㈱誠塗装店
　北・北26西3　☎756-0124
割引内容　�マンションの外壁改修工事、住宅の外壁塗装工事を10

〜20％引き。室内塗装工事を10％引き。
割引除外　�高層足場仮設工事。

■丸吉ワタナベ㈱
　白・北郷2-12　☎873-5018
割引内容　�塗装工事、左官工事、防水工事、熱絶縁工事、タイル、レン

ガ、ブロック工事、内装仕上げ工事を10〜20％引き。

■上原子塗装工業㈱
　豊・平岸5-6　☎823-5677
割引内容　�塗装工事、防水工事を13％引き。内装工事を10％引き。

■本間塗装㈱
　豊・美園1-6　☎821-4311
割引内容　�内外部塗装工事を10％引き。

■前田金属機材工業㈱
　石狩市花川南8-3　☎（0133）75-1411
割引内容　�住宅、屋根葺替え工事、外壁サイディング工事を10％

引き。

■㈱ふじみ塗装
　西・西野2-7　☎663-9454
割引内容　�外壁吹付及び刷毛塗り、屋根アクセルペンキ・アクリ

ル・ウレタン・シリコンペンキ、室内天井・壁塗装など
10％引き。

■㈱錦戸塗料店
　中・北3西1　☎271-7788
割引内容　�店頭価格1,000円以上の商品を10％引き。塗装工事

の諸経費を10％引き。
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●住宅設備・暖房器具
■青山住宅産業㈱
　白・中央2-3　☎823-8255
割引内容　���中古住宅＋リフォーム・リノベーションをメーカー定価

表示より20％以上割引。
割引除外　�オープン価格

■上田設備工業
　北・新琴似6-8　☎761-0116
割引内容　�給水、給湯、排水の各設備配管工事及びウォシュレッ

ト、洗面化粧台、ボイラー取付工事などを10％引き。

■㈱渡辺設備工業所
　厚・厚別南3　☎892-4011
割引内容　�ボイラー、シャワートイレ、シャワー（混合栓）、台所

（混合栓）工事を25〜30％引き。配管替工事を10〜
20％引き。

■㈱みずの住宅設備
　豊・豊平3-7　☎841-3954
割引内容　�ユニットバスを40％引き。給湯ボイラーを40％引き。

■㈱オノテック
　豊・豊平3-10　☎812-0505
割引内容　�ユニットバス・シャンプードレッサー・ウォシュレッ

ト他設備機器商品を10〜35％引き。内外装リフォー
ム工事を10％引き。

■㈲綜合サービス企画
　本社　北・篠路町上篠路343-299　☎299-2448
　支店　西・西野2-3　☎661-8414

割引内容　�システムキッチン、ユニットバス、トイレ、給湯器、
洗面化粧台を25〜 35％引き。

割引除外　�工事代、特注品。

■㈱キタセ
　中・大通西15-1　☎641-3333
割引内容　�新築住宅（木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造）増改築・営

繕工事を10％引き。
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■最上新世建設㈱
　中・南15西16　☎551-6191
割引内容　�ロードヒーティング（電気式・ボイラー式）、除排雪作

業、階段手摺、すべり止めゴムマット販売・施工の料金
を10％引き。

割引除外　�ロードヒーティング工事のうち、システム（電気式・ボイラー）工事。

■㈱きらり
　中・南1東2　NKCビル2F　☎207-5757
割引内容　�一般住宅及びマンション、店舗のあらゆるリフォーム

工事を一般価格の5〜10％引き。

■住まいのユウケン
　東・北50東7　☎743-6262
割引内容　�①�住宅リフォーム・配管設備工事など、工事金額に応

じて総工事金額から2〜5％引き。
②�工事金額に応じて「素敵なギフト集」から1点また
は素敵な商品をプレゼント。

③「ユウケンくらぶ」の無料入会
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園芸

●門庭・鉢花・生花
■㈱花の八幡屋
　中・南10西6　☎531-0101
割引内容　�慶弔用生花、鉢物を20％引き。その他園芸用品を10％

引き。
　　　　　※配達エリアは札幌市内（定山渓を除く）と石狩市花川。

■㈱花豊
　北・北15西4　☎726-5536
割引内容　�切花、鉢物、その他店頭取扱い品（全て持ち帰りに限る）

を10％引き。
割引除外　�バーゲン（値下げ）品。金券・現金以外の支払。

■㈲小見翠晃園
　白・中央1-5　☎831-4432
割引内容　�慶弔用花等を10％引き。庭木剪定・伐採・移植工事を

10％引き。

■ガーデニングショップ　マイン
　東・伏古14-3　☎783-5411
割引内容　�門、塀、庭園改修・樹木移植工事・車庫・ロードヒーティ

ング・インターロッキング・その他造園工事一般を7％
引き（現金）。

　　　　　�鉢物・観葉植物・土・肥料・その他園芸資材一式を10％
引き（現金）。

割引除外　�花輪・花束・その他バーゲン品。

■㈲森島緑成園
　清・清田9-3　☎881-8456
割引内容　�庭作り・樹木移植及び消毒・ロードヒーティング・ガー

デニング・門及び塀を5〜10％引き。
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http://www.ichikawa-zouen.com
市川造園 検索検索検索

札幌市東区伏古14条3丁目13-10
TEL 011-783-5411
FAX 011-783-5415

メール会員登録はこちらから。
お得な情報をお知らせします。株式会社 市川造園

ガーデニングショップ・マイン

一年草、宿根草、野菜苗、苗木、雑貨、直営農場の採れたて野菜も販売！
ガーデニング教室やオークションなど各種イベントも開催。

～ガーデンプランニングやお庭の管理もお気軽にご相談下さい～

休　なし　　P　あり（20台・無料）営　4月～7月 9：00～18：00　
　　8月～9月 9：00～17：00
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駐車場

●駐車場
■パーキングガレージ
　千歳市柏台1463-1　☎（0123）40-0225
割引内容

美術館

●美術館
■本郷新記念　札幌彫刻美術館
　中・宮の森4条12丁目　☎642-5709
割引内容� �観覧料金の通常料金を団体割引
� ※料金は展覧会により異なります。
割引除外　�小・中学生

日   数 会員家族料金 一般料金
日帰り 650円 850円
1泊 1,300円 1,700円
2泊 1,950円 2,550円
3泊 2,600円 3,400円

4泊〜13泊14日 3,250円 4,250円
以降1日 150円 200円


