
鮨爽醇鳥ひだか BA お寿司大好きなあなたに！

石狩市花川南 9条 3丁目92-6
☎ 0133-73-2266　11：00～14：30/17：00～23：00 
［休］火曜日　※駐車場：5台　カード：可

他にもオススメのお店

各店舗の店長さんに
お店の「一押しポイント」を

実際に取材して
きました。

掲載しているお店と
似ているお店を
ご紹介しています！

　このお店のオススメで
あるカクテルちらしは、
私が作り上げました。そ
の中でも海老が一番人
気です。ラーメンや天丼
など寿司以外のメニュー
も充実しているので家族
連れでも気軽にお越し頂
けます。

　「寿司にこだわらない
寿司屋」をモットーに誰
でも入りやすい店作りを
している。グラスの器に
盛り付けられたカクテル
ちらしは目を引く1品だ。
海老、とびっこ・ホタテ、
サーモン・いくら、まぐろ
各種486円（税込）。

地産地消 とみき30

店長に聞きました

温まりたいあなたに！

店長に聞きました

他にもオススメのお店

1 金大亭29

石狩市新町 1番地
☎ 0133-62-3011　11：00～21：00 
［休］不定休　※駐車場：15台　カード：不可

　明治時代から受け継
がれてきた石狩の郷土料
理、石狩鍋が食べられま
す。「お客様を大切に」
これは長年に渡り当店が
大切にしてきたことで
す。ぜひ伝統的な石狩鍋
をお楽しみください。

　創業138年の老舗。
がっしりとした店構えか
ら旅館のような雰囲気も
感じられる。「石狩といえ
ば石狩鍋」その起源と
なった店である。全ての
コース料理に石狩鍋が
含まれていて、伝統的な
料理を楽しむことが出来
る。

店長に聞きました

賢旨13

定番のお寿司も！
閣鮨17
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Dお仕事終わりのあなたに！

石狩市花川南 1条 3丁目213
☎ 0133-72-5929　
17：00～24：00（LO23：30） 
［休］日曜日　
※駐車場：4～5台　カード：可

　豚串は望来豚を使用し
ていて、実際に牧場へ足
を運びました。サラダ等
も地元の野菜を使用して
います。レバー、はつもオ
ススメ！自慢のタレはお
店の顔とも言えます！お
酒の種類も豊富で、焼き
鳥にはやっぱり生ビー
ル！！

　芸能人多数ご来店。
2008年に開催されたグ
ルメコンテストで優勝し
た、地元の望来豚と秘伝
のタレを使用した自慢の
焼き鳥。冷凍肉ではなく
生にこだわったせせりの
タレ焼きがオススメ。
一本140円（税込）。

店長に聞きました

ガッツリ肉！なあなたに！

石狩市生振 39-2
☎ 0133-64-1955　
11：00～22：00（LO21：30）
［休］年末年始　※駐車場：100台　カード：可

他にもオススメのお店

　ステーキの本場であ
るアメリカに渡り勉強し
た後、ステーキハウスを
開業しました。人気メ
ニューであるステーキ丼
は15年前に誕生！こだわ
りポイントはキムチとタ
レです。本格的なステー
キを手頃な価格で提供し
ています！

　ガトーキングダムの隣
に位置している不思議な
雰囲気が漂うお店。入口
に近付くと猫がお出迎
え。オーストラリア産の
加工牛を使用した柔らか
いステーキ丼がオスス
メ。ボリュームたっぷり
で980円（税込）。

焼肉 炭焼亭9

店長に聞きました

石狩市花川南 4条 2丁目270
☎ 0133-74-3916　
月～水・金～日11：00～15：00　水・金～日17：00～21：00 
［休］木曜日　※駐車場：10台　カード：不可

他にもオススメのお店

　ポークチャップに使用
しているソースは、ラーメ
ン屋時代に腕を磨いて作
り上げた当店オリジナル
ソースです。お持ち帰り
ができる自家製キムチも
実は大人気。地域に愛さ
れているお店です。

　カラフルで可愛らしい
外観が特徴のお店。店長
考案のオリジナルソース
を使った料理がお客様
に大人気。中でもポーク
チャップがオススメ。
ポークチャップセットは、
ライス・スープ・ドリンク
orアイス付き1,500円
（税込）。

キッチンBAKAUMAYA2 レストラン喫茶 ふじ22

店長に聞きました

石狩市緑苑台東 1条 2丁目79
☎ 0133-77-8811　10：00～15：00/17：00～21：00 　［休］水曜日　
※駐車場：1台（17：00以降は4台駐車可能）　
カード：不可

コーヒー専門店なら

　お食事系タルト以外に
もショコラ生地とキャラ
メルムースの味わいがた
まらない、キャラメルショ
コラのタルトもオススメ
です！LINEもやっている
のでぜひ友達登録してみ
てください！

　2 0 18 年10月にリ
ニューアルオープン。今
回表紙に使ったお店で、
テラス席は毎年5月頃か
ら利用可能。タルトや
キッシュのこだわりはカ
ロリー面を考え米粉を
使っていること。中でも
お食事系タルトがオスス
メ（税抜750円）。

TOKUMITSU COFFEE（徳光珈琲本店）12

店長に聞きました

昔ながらの洋食を
味わいたいあなたに！

オシャレなランチが
したいあなたに！

手作りの洋食屋ぱんどら5 Cafeタルト香房26

18 茨戸ガーデン＆ノースヒル27炭焼やきとり石鉄　田むら
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H欲張りなあなたに！

石狩市親船町 109
☎ 0133-62-3422　11：00～19：30 
［休］不定休　※駐車場：20台　カード：不可

　「いしかり亭といえば
海鮮丼」というイメージ
を変えるため、海鮮以外
の料理にもこだわってい
ます。中でも鶏ザンギと
カツ丼の肉を変えまし
た。さらに燻製はお客様
からのご要望で、一年前
から提供し始めました。

　石狩あそびーちの近く
に位置する食堂。休日は
家族連れで賑わう。魚介
類は、漁師から直接仕入
れているため海鮮丼のネ
タが日替わりなのが特
徴。道産食材を使用した
カツ丼（税込900円）と
ザンギ定食（税込680
円）がオススメ。

こだわりのラーメンが
食べたいあなたに！

石狩市花川南 7条 1丁目1-31
☎ 0133-73-6969　月・火 11：00～15：30　
木・金 11：00～15：00、17：00～20：00　土・日・祝 11：00～20：00
［休］水曜日　※駐車場：9台　カード：不可

他にもオススメのお店

　お店のラーメンは、
ラーメンランキングの1位
が毎月変わるほど、どの
ラーメンもとってもオス
スメです！ラーメンのお
供に人気なのが、ちゃー
まよご飯です。お得なポ
イントカードもあります！
常連さんで賑わう楽しい
お店です。

　石狩手稲通り沿いに
あるこのお店。ナッツ類
と味噌を混ぜ合わせて
煮込んだこってり味噌
ラーメンがイチオシ！一
口飲んだだけで分かる
アーモンドの香りが美味
しさを引き立てる。こって
り味噌ラーメン810円
（税込）。

麺や雅 石狩本店23 カレー一家21

店長に聞きました
店長に聞きました

石狩市花川北7条1丁目10-1　大福ビル地下1階
☎ 0133-75-1188　17：00～22：00
［休］日曜日・祝日　※駐車場：10台　カード：不可

他にもオススメのお店

　地産地消にこだわって
いて、地元のイコロラン
を使った厚焼き玉子や望
来豚のしゃぶしゃぶが人
気です。厚焼き玉子の
チーズはお客様のお好
みに合わせて目の前で炙
ります。最近はお客様自
ら炙ることも多いですよ
（笑）

　仲良し夫婦が営む居
心地の良い居酒屋。気さ
くな店長が迎え入れてく
れる。そんな店長がお店
で締める自家製しめ鯖は
絶品！酸味が少なく新鮮
で、誰でも美味しく味わ
える。オススメのしめ鯖
は650円（税込）。

あじわいの花ぶき6 酒蕎庵 海田10 レストラン勝ち処
（サテライトいしかり内）
25

店長に聞きました

石狩市花川南 1条 4丁目203　小田ビル1階
☎ 0133-74-2800　21：00～25：00（ご予約いただけますと20：00からでもOK）
［休］日曜日・祝日　※駐車場：2台　カード：可

他にもオススメのお店

　「明るく楽しく」「真
心こめて」をモットーに
お店を続けています。来
てくれたお客様とフレン
ドリーに接することで、
お客様ともお友達になっ
ています。開業40周年に
向けてまだまだ笑顔で頑
張ります！

　開業36周年を迎えた
地元に愛されるスナッ
ク。昨年、内装を変えた
ばかりの明るく綺麗な店
内で、ママさんとのお話
を楽しめる。チャームは
全て娘さんの手作り。自
家製の漬物は箸が止ま
らなくなる一品だ。

スナック 麦4 呑み処 すみっこ7

スナック 加代11 PUB&SNACK ぴ～す19

花川ものがたり8

飲み喰い処 京14 美食工房 花24

ママに聞きました

旬の食材とお酒を
楽しみたいあなたに！

二軒目を探している
あなたに！

北の味　いしかり亭28 らーめん　もみじ3

酒庵　升屋20 エクセレントG＆G15

新港地区で
食事をするなら！

こだわりのカレーも！
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