
とかちむら  6店舗
　・ぎょうざ 勝ぼう
　・紫竹ガーデンカフェ
　・Bar Girasole
　・炉ばた ともえ
　・Cafe&Bar NEEDS FARM
　・ファミリーレストラン 満我菜亭
ときお
徳 音（トクイン）
永悠ず（とはず）
ニルバーナ
バイプレーン
ハッピールーム
そば居酒屋 波瀾万丈
炉ばた 波瀾万丈
The Futo Family

Fairie's Bar（フェアリーズバー）
藤 丸 ※カップ販売のみ
フローモーション
Bronco
立ち呑み ぺこちゃん
北海道ホテル ※カップ販売のみ
真 悠
マンマ ピッツァ カフェ
MISAKI
Pub YANJYA
遊 綺
Snack Re:
李 白
リバティー
ジンギスカン専門店 竜宮
龍's BAR
・10/23•12/3 オビヒロホコテン内特設コーナー
・11/22  名門通り 秋のグルメとボジョレーヌーボーの夕べ
・1/27～29 おびひろ氷まつり内特設コーナー

Lounge New あぷれ
Allier（アリエ）
Easy Diner
一 心
トラットリア イル フラゴリーノ
ロイヤルサルーン ウィンザー
宇 吉
エメラルド
EL・TOVAR
串Bar- OHANA
L'Orange
十勝ジンギスカン倶楽部 北とうがらし
北の屋台 全店 ※スタンプ重複不可　
串したっけ
くろべこかい 大口屋
黒んぼ

Chanko Restaurant 元気部屋
Lounge こはく
ワインバー ゴロオウズ
SAKABAR YONE
ラウンジ SALA
ホルモンダイニング さん臓
フレアバー ジェスター
ジグザグ
ジュテーム
パスタTOピザ 白ひげ
パブハウス 甚八
シンプルラブ
田五作
串焼 たたら
Spark House DACK
チェルシー
ジャパニーズ・ダイニング  月
クラブ デルタ
スタンドカフェ とかちAA

OBIHIROほっとマグフェスタ2011-2012
参加店一覧 ※2011/10/28 現在（期間中に追加の場合があります）

開催：2012.3.31 （土）まで

主催：OBIHIROほっとマグフェスタ実行委員会   ☎ 0155-26-0116（火～金 13～17時） Email: office@hokoten.net
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