店舗名
【うれしいリラクゼーション
うれしいリラクゼーション】
リラクゼーション】

はり・きゅう元気堂
K-ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
カラーワークス札幌
パドゥ

BOXplusカード
カード 加盟店一覧
BOXplus
特典内容
住所
電話
札幌市中央区北4条西6丁目 毎日会館8F
札幌市中央区南6条西26丁目 ｱﾌﾟﾛｰｽﾞｽｸｴｱ１F
札幌市中央区南4条西4丁目 ラフィラ３F
札幌市中央区北2条西3丁目 朝日生命ビル５F

作成日

2012年
2012 年11月
11 月30日
30 日

優待条件 支払条件

その他

011-222-4440

5,000円・7,500円ｺｰｽ 10%OFF
５％OFF
ﾊﾟｰｿﾅﾙｶﾗｰ診断、ｶﾗｰｾﾗﾋﾟｰ 30％OFF
500円以上で5％OFF

カード提示 現金のみ
予約時
カード提示 現金のみ
予約時
カード提示 カード可
予約時
予約時申告 ｶｰﾄﾞ払のみ 同伴者も優待適用

011-271-2711

御会計５％OFF

ｶｰﾄﾞ所持者
会計時
と
カード提示 ｶｰﾄﾞか現金 同伴者全員適用

011-221-2121

御会計５％OFF

会計時提示 カード可

011-231-7730
011-512-8600
011-563-7883

【おいしいホテルグルメ
おいしいホテルグルメ】
ホテルグルメ】

ロイトン札幌

日本料理 大和
中国料理 万里 札幌市中央区北1条西11丁目
カフェ トリアノン
バー クレスト
センチュリーロイヤルホテル
RONDO
北の路 札幌市中央区北5条西5丁目
ティファニー
札幌東急イン サウスウエスト
札幌市中央区南4条西5丁目
札幌エクセルホテル東急 レストラン ラーブル札幌市中央区南8条西5丁目
東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ札幌
中国料理 緑花
レストラン パティオ
日本料理 小石川 札幌市中央区大通西8丁目
バー ダンテ
アトリウムラウンジ コンフォール
ホテル札幌ガーデンパレス
スピカ
赤坂 四川飯店 札幌市中央区北1条西6丁目
札幌プリンスホテル ブッフェレストラン ハプナ 札幌市中央区南2条西11丁目
ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚｴｰﾃﾞﾙﾎﾌ札幌
中国料理 彩雲
日本料理 随縁亭 札幌市中央区北2条西1丁目
ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ札幌 創作料理 華蘭亭
札幌市中央区北4条東1丁目
札幌全日空ホテル
石狩
スカイラウンジ サッポロビュー
和食処 雲海 札幌市中央区北3条西1丁目
カフェレストラン パルテール
ロビーラウンジ
ｼﾞｬｽﾏｯｸﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 四季の味 花遊膳
ｼﾞｬｽﾏｯｸﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ すすきの天然温泉 湯香郷 札幌市中央区南7条西3丁目425
グランドパーク小樽
小樽市築港11-3
ニューオータニイン札幌
フォーシーズン 札幌市中央区北2条西1丁目１
ランデブーラウンジ
ホテルオークラ札幌
ラウンジ プレシャス
バー オークラ
ﾚｽﾄﾗﾝ ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ 札幌市中央区南１条西５丁目
中国料理 桃花林
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄﾆｭｰ札幌 ALITALIAﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 札幌市中央区南２条西６丁目
【たのしいレジャー
たのしいレジャー施設
レジャー施設】
施設】

ｼﾞｬｽﾏｯｸﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ
センチュリーロイヤルホテル
札幌東急イン
札幌エクセルホテル東急
のぼりべつクマ牧場
登別伊達時代村
ﾉｰｽｻﾌｧﾘ札幌
ホンダカーズ南札幌
キロロリゾート
キロロリゾート（森林の湯）
ルスツリゾート
サホロリゾート・ベアマウンテン
北海道グリーンランド

札幌市中央区南7条西3丁目425
札幌市中央区北5条西5丁目
札幌市中央区南4条西5丁目
札幌市中央区南8条西5丁目
登別市登別温泉町224
登別市中登別町53-1
札幌市南区豊滝469-1
札幌市中央区北7条西15丁目28-179
赤井川村常盤６５０
赤井川村常盤６５０
虻田郡留寿都村字泉川13
上川郡新得町狩勝高原
岩見沢市志文町1015

同伴者も優待適用

011-533-0109

１，６００円（税・サ込）以上の利用で１０％OFF 会計時提示 ｶｰﾄﾞか現金
1,600円以上の利用で１０％OFF
会計時提示 ｶｰﾄﾞか現金

011-261-0111

御会計５％OFF

カード提示 カード可

011-261-5311

御会計１０％OFF

会計時申告 ｶｰﾄﾞか現金 他優待併用不可

011-241-1111

ランチ・ディナーブッフェ１０％OFF

注文時提示 ｶｰﾄﾞか現金

ｶｰﾄﾞ所持者一括払い時、
同伴者も適用

カード所持者のみ御会計５％OFF

カード提示 カード可

会計前

御会計５％OFF

会計前
カード提示 カード可 （他割引・優待併用不
可）

011-531-0109

011-242-7111

同伴者も優待適用
朝食を除く
他優待併用不可

オーダー時

011-232-7111

011-221-4411

0134-21-3402

乾杯ドリンク一杯（５名まで）
入泉料 2,100円に優待
女性専用ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾒﾆｭｰ５％OFF
ホテル内レストラン 御会計より１０％OFF

会計時申告 ｶｰﾄﾞか現金 他優待併用不可

011-222-1111

ワンドリンクサービス（ﾃﾞｨﾅｰﾀｲﾑ時）

注文時提示 ｶｰﾄﾞか現金

011-221-2333

御会計５％OFF

他優待との併用不可
会計時
カード提示 カード可 ﾊﾞｰｵｰｸﾗのﾊｯﾋﾟ-ｱﾜｰ
除く

011-251-2511

御会計金額110円OFF

会計時申告 ｶｰﾄﾞか現金

011-551-3333

011-551-3333
011-221-2121
011-531-0109
011-533-0109
0143-84-2225
0143-83-3311
011-596-5300
011-612-8141
0135-34-7111
0135-34-7111
0136-46-3331
0156-64-7007
0126-22-2121

カード提示 カード可

宿泊１０％OFF
カード提示 カード可
宿泊１０％OFF
カード提示 カード可
宿泊２０％OFF
予約時申告 ｶｰﾄﾞか現金
宿泊２０％OFF
予約時申告 ｶｰﾄﾞか現金
入場料 大人220円 小人110円OFF
会計時申告 現金のみ
入村料大人400円、小人200円、幼児100円OFF 会計時申告 現金のみ
入園料100円OFF（1枚に付1人）
カード提示 現金のみ
御会計１０％OFF
予約時申告 カード可
ｺﾞﾝﾄﾞﾗ・ﾘﾌﾄ・7時間券、5時間券200円OFF 会計時提示 カード可
森林の湯大人300円OFF、小人200円OFF カード提示 カード可
遊園地1日券(大人･小学生）500円OFF
会計時申告 ｶｰﾄﾞか現金
リフト・ゴンドラ1日券200円OFF
団体料金へご優待
会計時申告 ｶｰﾄﾞか現金
入園料金100円引き
カード提示 現金のみ

オーダー時
オーダー時
（受付にて）

ｶｰﾄﾞ所持者
と
同伴者全員適用

予約時
予約時
他優待併用不可
他優待併用不可
会計前
会計時にも提示
会計前

ｶｰﾄﾞ所持者と家族

他優待併用不可
他優待併用不可
会計前

