
洋食・フレンチ居酒屋　・　食事処　(　Izakaya　・　Restaurant　）
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RESTAURANT LIST 連絡先一覧

①「どさんこキッチンゴリラ 千歳店」 無休 TEL 0123-27-0007
営業時間 17：00～翌1：00 予算¥3,000~3,999 和・アジア料理

鮮度が命!!妥協なしの素材 腕に覚えのある職人が

手間ひまかけて作り上げる逸品は、

産地直送にこだわり安心安全、そして美味しいがウリ!!

②「食事処 うまいっしょ」 定休日：不定休 TEL 0123-27-6260
営業時間 11：00～23：00 予算¥3,000~3,999 和食

ランチもディナーも通してやっています！様々なジャンルのお食事を楽しめます！！

③「海鮮亭 ととや」 定休日：日曜 TEL 0123-23-1108
営業時間 17：00～24：00 予算¥4,000~4,999 魚介・海鮮料理

千歳で人気の牡蠣を中心とした海鮮居酒屋！

【漁師直送】海鮮をお手頃価格で食べることができます。

④「よろず居酒屋 川（せん）」 定休日：火曜 TEL 0123-27-3755
営業時間 17：00～24：00 予算¥4,000~4,999 和食・洋食

【千歳駅徒歩8分】「和洋中折衷」の多彩なメニュー！

老若男女に親しまれる“よろず居酒屋”です。

⑤「居酒屋 小ばちゃん 千歳店」 定休日：日曜 TEL 0123-49-6333
営業時間 17：00～翌1：00 予算¥4,000~4,999 和食・日本酒バー

地元の食材を使用した料理が美味しい！

焼酎充実、日本酒充実！

⑥「ゆきあかり」 定休日：日曜 TEL 0123-26-5061
営業時間 17：00～22：30 予算¥3,000~3,999 和洋創作料理

北海道の「海の幸」「山の幸」がいっぱいの和洋創作料理

厳選ワインと焼酎が充実！

⑦「産地直送仲買人 俺の目利き」 無休 TEL 0123-40-0511
営業時間 月～木、日祝17：00～24：00 予算¥4,000~4,999

金・土、祝前日 17：00～25：00
俺の目利き名物御刺身升5点赤字盛りは食べるべき一品です！

⑬

⑭「ビストロ マンジェ」 定休日：日・祝 TEL 0123-42-5353
営業時間 18：00～22：00 フレンチ・ダイニングバー

地産地消の食材を使用したオリジナルの料理

女性の方お一人様でも入りやすいフレンチの美味しいお店です。

ワインに合うメニューが沢山あります！

⑯「アサヒビール園 千歳店」 無休 TEL 0123-22-6111
営業時間 16：10～22：30 予算¥3,000~3,999 ジンギスカン

ジンギスカンとしゃぶしゃぶの食べ飲み放題で大満足！

㉔みそラーメンの喜亭」 定休日：月曜日 TEL 0123-26-4451
営業時間 17：00～20：00 予算 ¥ ~999 ラーメン屋さん

（売り切れ次第閉店）

㉕「富田や」 定休日：火曜、第1、3、5月曜日 TEL 0123-42-5653
営業時間 11：00～14：00 予算 ¥ ~ 999 蕎麦屋・居酒屋

17：00～21：00 予算 ¥1,000~1,999

㉖「丸亀製麺」 無休 TEL 0123-23-5580
営業時間 11：00～22：00 予算 ¥ ~ 999 うどん・天ぷら

⑪「鮨処 北の華」 定休日：日曜 TEL 0123-23-5126
営業時間 17：00～23：30 予算¥6,000~7,999
最上級の旬素材を使い、毎朝航空便にて全国各地のネタを仕入れ。

こだわりの銘酒と共に！！

⑫「浜寿司」 定休日：火曜 TEL 0123-23-4035
営業時間 11：30～14：00 予算¥1,000~1,999

17：00～21：00 予算¥4,000~4,999

⑰「南大門」 定休日：無休・1/1のみお休み TEL 0123-42-9220
営業時間 18：00～24：00 予算￥3,000~3,999 焼肉

やっぱり炭火で焼くお肉は美味しい！

⑱「千歳ラム工房 やまじん」 定休日：火曜 TEL 0123-29-5529
営業時間 17：30～23：00 予算¥3,000~3,999 ジンギスカン

ジンギスカン専門のお店ならではのこだわりがあり、

美味しい食べ方も紹介しています！

⑲「焼き鳥居酒屋 ゆめや」 無休 TEL 0123-42-0010
営業時間 17：30～24：00 予算¥3,000~3,999 焼き鳥・鍋・居酒屋

金土 17：30~翌2：00
地酒・銘酒も豊富に取り揃えており、楽しく美味しい時間を過ごせます！

⑳「やきとりくろぢょか」 定休日：日・月曜 TEL 0123-22-3444
営業時間 18：00～22：00 予算¥3,000~3,999 焼き鳥

1本1本を丁寧に焼きあげる料理というのがここの焼き鳥です！

㉑「串鳥」 無休 TEL 0123-40-1194
営業時間 16：30～翌0：30 予算¥3,000~3,999 焼き鳥

QUEEN'S HOTEL CHITOSE AREA MAP

㉒「あらじん」 TEL 0123-26-2164
営業時間 19：00～24：00

㉓「暁」 TEL 0123-42-8877
営業時間 不定

㉒

㉓

「東亜珈琲 本店」 定休日：木曜日 TEL 0123-24-9699
営業時間 8：00～19：00 予算￥～999 喫茶店
昔の面影が未だに残る喫茶店。 一休みに最適です!

⑧「柳ばし」 定休日：日曜日 第2土曜日 TEL 0123-22-5951
営業時間 11：00～14：00 16：30～20：30 予算￥～999
千歳には珍しい定食屋。 中でも一番のオススメはメンチカツ！

⑨「龍のす」 定休日：月曜日 TEL 0123-26-9440
営業時間 17：00～24：00 予算￥3,000～3,999

⑩「ももんが」 定休日：火曜日 TEL 0123-21-8989
営業時間 月～木・日・祝17：00～翌1：00

金・土・祝前日 17：00～翌3：00
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⑧
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⑮「生ラム モンゴル」 定休日：火曜(祝日は営業) TEL 0123-26-5866
営業時間 17：00～22：30 予算¥4,000~4,999 ジンギスカン

( ラストオーダー 22：00 )
2018年6月に移転してきた、千歳で美味しいと有名のジンギスカン屋さんです！
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