
令和２年１１月４日現在

事　業　所　名 住　　　　所 電話番号

ミスタードーナツ　㈲恕 東町２丁目２５－３イオン滝川店内 24-8522

㈱ｍｉｕｒａ　ホテル三浦華園 花月町１丁目２－２６ 22-2101

味のアカザワ 本町１丁目１－１０ 23-2415

ガスト滝川店 東町１丁目４９－１ 23-8382

味のさくら 滝の川町西５丁目２－２２ 23-1600

レストラン　スイング 泉町1－21－12滝川市民ゴルフ場２F 22-8600

お食事処そら 大町1－2－15滝川市役所11F 28-8055

髙田屋食堂 栄町３丁目６－７ 23-2036

味のなかた 栄町２丁目１－１４ 23-3805

お食事処菜の花 大町２丁目２－３４市立病院６Ｆ 23-3966

磯のにしむら 栄町２丁目３－２９ 23-4884

㈱北星ＦＣ事業部　びっくりドンキー滝川店 新町２丁目１０－１０ 22-0111

ボン・ビヴァン 栄町４丁目５－４ 24-3825

道の駅たきかわレストラン 江部乙町東１１丁目１３－３ 26-5500

らーめん　あら志 東町８丁目２７７－５ 23-7854

モー一族のうしだ家 朝日町東２丁目１６－１９ 23-0890

二代目うしだ家 栄町４丁目６－３０ 23-5558

海おう 栄町２丁目８－１３ 74-5033

グルメファクトリー滝川店 東町５丁目１－１４ 26-1129

焼肉　髙麗苑 本町３丁目２－３１ 24-5933

チャイニーズレストラン悟空軒 新町５丁目１６－２ 22-1857

金剛園 本町１丁目２－２４三陽ビル1F 23-0888

しゃぶしゃぶ　なのは 栄町３丁目８－１ヘイワビル１Ｆ 23-6829

日本料理　笑福園 本町３丁目３－２５ 23-2828

焼肉プラザ　清香園 栄町４丁目７－１１ 22-3943

㈱札幌ラーメン大門 江部乙町東10－753－11 75-3773

ラーメンだるまや滝川東町店 東町６丁目９－２３ 080-3235-0715

らーめん　チキンポーク 空知町２丁目８－１４ 090-6997-0552

ちゃーしゅー工房 東町６丁目３－３７ 090-5074-4915

とらじ 本町３丁目２－６ 22-7577

インドネパールレストランナマステネパール 東町１丁目１－５ 24-1224

ノーザンビーフ 新町２丁目９－１２ 24-1328

らーめん　ひじり 江部乙町東12－13－7 75-5800

焼肉　ぴりか 栄町３丁目６－１９ 050-1584-7906

福龍飯店・幸福屋 江部乙町東11－13－3道の駅たきかわ 75-5250

ふく鳥 栄町３丁目７－１５ 23-2815
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とんかつ専門　ふっかつ 本町１丁目２－２５第２喜久屋観光ビル１Ｆ 74-5960

ポカラダイニング滝川店 滝の川町西８丁目１－３０ 26-2577

松尾ジンギスカン本店 明神町３丁目５－１２ 22-2989

中国料理　松野 本町３丁目１－２８北川ビル 26-1850

焼肉　韓菜　まる牛 本町２丁目３－３０ 51-4199

拉麺みなみ 朝日町東４丁目１４－２０ 23-6882

カレーハウス　盛 黄金町西４丁目１－３７レジデンス　ツヅキ 24-7755

㈲山どり 栄町３丁目７－１５ 24-8000

ラ・ペコラ 本町１丁目４－１１ 24-7856

楽しい煉屋 本町２丁目７－４ 26-0008

㈲そばの丸二 栄町２丁目９－２８ 26-5506

そば嘉 本町２丁目２－３２ 22-2162

寿司本おくの　㈲奥野観光 本町１丁目１－１２北星ビル１Ｆ 23-2366

しげ寿司 本町１丁目１－１５ 22-3997

鮨の東龍 本町２丁目６－３２ 24-1717

㈲山本観光　すし処やまもと 本町１丁目１－２２ 23-4547

ダイニングルーム　あうりんこ 本町１丁目１－１９とぅーまうすビル１Ｆ 74-6989

秋田屋分店 明神町1－2－21 74-5774

味泉 本町２丁目３－３１幸栄ビル１Ｆ 23-3014

焼鳥　いしい 本町２丁目１－４ 24-7957

居酒屋一心　㈲コーチ 本町２丁目４－２喜久屋ビル　３Ｆ 24-0985

いろはにほへと滝川店 本町３丁目１熊本ビル２Ｆ 24-1682

居酒屋　魚一 本町２丁目２－３三栄ビル１Ｆ 22-0708

郷土料理　おかむら 本町３丁目１－８エイトビル１Ｆ 23-6010

美唄風焼き鳥　翁 本町２丁目３－２８ヤマタビル１Ｆ 24-8181

串焼　創作居酒屋　乙 本町３丁目２－１ 74-6560

俺の目利き滝川店 本町２丁目１－５ 22-1510

居酒屋　おやじ 本町１丁目１－１５ 24-6801

かもめうどん 大町１丁目１－７ 23-4100

居酒屋　さ蔵 本町１丁目２－２６東映ソサエティビル１Ｆ 23-3483

創作酒房　芯 本町１丁目３－２３カタオカビル１Ｆ 74-6858

酒処　酔華 本町３丁目２－３ 22-7745

ＩＺＡＫＡＹＡ　すぱいす 本町１丁目２－２６東映ソサエティビル１Ｆ 23-8155

居酒屋　竹ちゃん 本町４丁目１－１５ 24-1777

海鮮居酒屋　だるま屋 東町５丁目１－１３ 24-5959
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居酒屋　でん助 本町１丁目３－２８ 24-6788

天手古舞 本町２丁目２－５二・二館１Ｆ 24-1761

呑肴唄処　徹 本町３丁目２－３４セブンビル１階 74-5417

鳥ふじ 本町１丁目１－１５ 22-1033

のんべ～酒場　なつかしや 朝日町東４丁目１－２ 74-6507

マイ・ペース’８４ 本町２丁目２－３２土谷ビル１Ｆ 24-0069

酒呑処　夕月 本町２丁目２－２９ファーストビル１ＦＡ 24-0288

昭和酒場　酔いしゃんせ 本町１丁目３－２２サカタヤビル１Ｆ 23-5012

味のよしい 本町２丁目２－３三栄ビル２Ｆ 23-4411

ブラッスリー楽や 本町２丁目４－３０ 23-2333

若松食堂 朝日町西４丁目１－２９ 24-7023

和厨季 本町２丁目２－３１センタービル１Ｆ 23-3556

ａｇｅｈａ 本町１丁目２－２５第２喜久屋観光ビル２Ｆ 22-3908

Ｂａｒ　Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｂｌｕｅ 栄町３丁目６－３ 23-2784

パブスナック猪木 本町１丁目２－２４三陽ビル２Ｆ 24-0012

スナック　ヴァンタレーム　㈲コーチ 本町２丁目４－２喜久屋観光ビル２Ｆ 23-2615

艶 本町２丁目３－２エビスビル１F 74-6219

花香 本町２丁目３－２エビスビル２Ｆ 23-7717

ラウンジ　槲 本町１丁目２－２５第２喜久屋観光ビル１Ｆ 24-2323

chatteringRoom　カッヅ 本町２丁目３－２８ヤマタビル２Ｆ 22-2442

如月 本町２丁目２－２７ピノスクエア２Ｆ 23-2151

スナック　グリーンナイト 本町１丁目３－２６第３喜久屋観光ビル２Ｆ 24-5906

ラウンジｃａｌｌ 本町２丁目１－８ 24-1995

ＭＵＳＩＣ　ＨＯＵＳＥ　ＪＩＧ 本町３丁目１－１０サンシャインビル４階 22-8077

スナック　ジャパン 本町３丁目１－１０サンシャインビル１Ｆ 24-6648

ラウンジ　シルク 本町２丁目２－３ＳＡＮＥＩ．ＢＬＤ１Ｆ 22-7742

ラウンジ　酔歌 本町２丁目３－３１幸栄ビル１Ｆ 080-6094-5944

ｓｎｏｗｄｒｏｐ 本町２丁目１－８ＡＣＥ．ＢＬＤ１Ｆ 24-3688

ＳＮＡＣＫ　ＳＥＶＥＮ 本町１丁目２－２６東映ソサエティビル１Ｆ 24-3866

ダーリン 本町１丁目３－２６喜久屋観光ビル２Ｆ 24-0888

テイクワン 本町１丁目３カタオカビル４Ｆ 22-7823

スナック　永悠 本町２丁目３－２エビスビル１Ｆ 24-1810

スナック　ニューセビル 本町３丁目２－３４セブンビル１Ｆ 24-0399

ＣＯＺＹ　花ゆら 本町３丁目３－１かねよし第２ビル１Ｆ 23-5197

スナック　遙 本町１丁目３－２２サカタヤビル２Ｆ 22-2978
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ｒｏｏｍ・ｉｎ　ぴあす 本町２丁目２－３三栄ビル２Ｆ 23-6999

ナイトパブ　美・熟女 本町２丁目２－３０ 22-3553

スナック　姫林檎 本町２丁目２－３０かねよしビル２Ｆ 23-3470

㈲笹木企画　ミュージックセラーフォルテシモ 本町３丁目１－１０サンシャインビル３Ｆ 22-2772

バー・ブラジル 本町２丁目３－１ 23-2673

ＢＡＲ　ＰＬＡＴ 本町１丁目２－２６東映ソサエティビル３F 74-5423

ヘブンスカイ 本町1－3カタオカビル５Ｆ 090-2699-1004

ホスピタリティ 本町２丁目１－８ＡＣＥ．ＢＬＤ１Ｆ 23-7757

モンキースパナ 本町１丁目１－１９二口ビル２Ｆ 24-0203

スナック　らふ 本町３丁目２－３４セブンビル２Ｆ 23-5235

蘭 本町１丁目３－２３ＫＡＴＡＯＫＡビル２Ｆ 24-1000

サロン・ド・リアン 本町２丁目２－３三栄ビル１F 24-6644

ＲＥＤ＆ＤＡＲＫ 朝日町西４丁目１－２３ー２階 080-1889-2526

コーヒーハウス　セイカ 栄町４丁目７－３ 24-2034

喫茶　杜夢 花月町３丁目６－１ 24-2398

滝川珈琲工房　ピーベリー 大町１丁目５－２８ 22-1065

物豆希館 新町３丁目３－２３ 24-1615


