世 界 が恋 するさかいまち

Everybody Loves Sakaimachi
SAK AIMACHI

Wi-Fi
GOUR ME T
PASSPOR T

開催期間

2017.

Event Duration

SSID: .Otaru̲Free̲Wi-Fi

8/1（Tue）〜 9/30（Sat）

に接続して堺町のグルメをお得に楽しもう!!

Connect to the “.Otaru̲Free̲Wi-Fi” now! and enjoy the local delicacies in Sakaimachi Shopping Street!!

ご利用方法
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How to use

SS ID：.Otaru̲Free̲Wi-Fi に接続！

Wi-Fi接続ツール
（SHINOBI Wi-Fi）
から
キャンペーン特設WEBサイトへジャンプ！

SSID:Connect to “.Otaru_Free_Wi-Fi” !
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インターネットブラウザを起動

Open your Internet browser.

Please enter your language,sex and birthday.
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Connect to the Internet.

お問合せ
Contact

※画像を長押しで保存ができます
※スクリーンショットもOK!

Eat in
SAK AIM ACHI

You can get the coupons by saving the
images on each pages of restaurants.

※You can save the images by long pressing.
※Or just take a screenshot too.

※接続後、最初に表示される画面は、堺町通り商店街オリジナル
のホーム画面ですが、通常のインターネットもご利用頂けます。
※アクセス位置や店舗内では、ネットワーク回線の影響によりイ
ンターネットに接続できない場合がございます。
※日に何度もアクセスしているお客様は、インターネットに接続
できない場合がございます。

※After connecting, you might see the home screen of the
Sakaimachidori Shopping Street,but you can use normal
internet service.
※There may be some cases when you cannot connect to the
Internet due to your location or being indoors.
※There may be some cases when you cannot connect to the
Internet, if you use this Wi-Fi service many times a day.

Access the special campaign website via
“SHINOBI Wi-Fi” now!
各店の紹介ページにあるクーポン画像を
保存して、
クーポンをゲット！

利用言語・性別・生年月日等選択

インターネット接続

2

堺町グルメのお得なクーポンはこちら !

Wi-Fi GOU R ME T PA SSPOR T
小樽堺町通り商店街

を利用して、

選手権

ソフトクリームを食べて
投稿&投票しよう!!
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ご注文時にお店の方へ「③」のクーポン画像を
見せて！Wi-Fi特別サービスが受けられます！
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※お店の紹介ページを表示したまま見せてもOK

Show the saved coupon image from (3),
and show it to the staff. You can receive
special Wi-Fi service!

※Or just showing the restaurants page works too.

小樽堺町通り商店街振興組合 小樽市堺町6-11 Tel.0134-27-1133
Otaru Sakaimachidori Shopping Street Promotion Association 6-11 Sakaimachi, Otaru, Hokkaido Tel:＋81-134-27-1133
Mail：info@sakaimachi-otaru.jp

http://otaru-sakaimachi.com

Sakaimachi Wi-Fi GOURMET PASSPORT
寿司
1
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鮨処 西功
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ふじ鮨 小樽店

Fuji Sushi

小樽福鮨

Otaru Fuku Sushi

メニュー全品現金払いのみ10％OFF!
10% Off of all menus (Cash only).

1,800円

Wi-Fi limited menu"Sakaimachi set meal " 1,800 JPY.

海鮮丼

※You cannot use this coupon with any other coupon.
※There is a possibility of changes to be made regarding the offer’s from
each shops.
※The day and time of when you can use the coupon may differ from
shop to shop, so please check the campaign web-site for more details
after connecting to the wi-fi service.

Order"Osakana-Zen"and get a free Shrimp Tempra Sushi
Roll for free.

小樽たけの寿司

Otaru Takeno Sushi
Wi-Fi限定 さかいまちセット

How to use the Wi-Fi coupon

小樽 味の栄六

Otaru Eiroku Sushi
お魚膳をご注文で蛯天巻き(1本)サービス!

Order "Saikou Nigiri"and get a piece of today's special
sushi for free.
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※他サービスやクーポン券との併用はできません。
※各店の都合によりクーポンの内容が変わる場合がございます
ので、ご了承ください。
※お店によりクーポンをご利用頂ける曜日・時間が異なります。
詳しくは、
Wi-Fi接続後の特設WEBサイトでご確認ください。

Sushi

Sushi-dokoro Saikou
西功握りをご注文でおまかせ寿司
（1貫）
サービス!
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Wi-Fiクーポンのご利用について

参加店一覧

1,500円以上のご注文で旬の握り
（1貫）
サービス!
Orders over 1,500 JPY, get a piece of free seasonal sushi.

Seafood Bowl
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魚屋直営食堂 うろこ亭 堺町店

Uroko-tei Restaurant

Donburi-chaya
Wi-Fi限定 おたる七色丼セット

3,000円以上のお食事で(お一人様)

特製いくら醤油漬小鉢サービス！
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どんぶり茶屋 小樽堺町通り店

おたる蝦夷屋

Otaru Ezoya
Wi-Fi限定 特製ワイワイ丼 2,000円

1,500円

Wi-Fi limited menu "Special Wai-Wai don" 2,000 JPY.

Wi-Fi limited menu "Otaru seven colored don" 1,500 JPY.

Order over 3,000 JPY per person and get a specoial mini
bowl "salmon roe pickled in soy sauce"!
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10 小樽海鮮丼エン

小樽ポセイ丼 堺町総本店

Otaru Poseidon

Kaisendon En
お会計から10%OFF!

お食事のお客様にカニ小鉢サービス!
For customers using meal, get a mini crab bowl.

喫茶･カフェ

10% Off of all menus.

Cafe

11 小樽浪漫館（Cafe DECO）

12 大正硝子 くぼ家

13 可否茶館

Romankan

Taisho Glass Kubo-ya

Kahisakan Coffee Shop

1ドリンクご注文で生チョコサービス!
Get a fresh cream chocolate with purchase 1 drink!

クリームあんみつ 800円 → Wi-Fi価格700円
Cream Anmitsu 800 JPY → Wi-Fi special price 700 JPY

喫茶店メニュー1,000円以上のご利用で

オリジナルドリップコーヒー（2ヶセット）を1個プレゼント!

Get an original drip bag coffee(2 pacs)with purchase all
menus 1,000 JPY or more.

14 北一ヴェネツィア美術館（5階）カフェ・ヴェネツィアーノ
Kitaichi Venetian Art Museum

15 北一硝子 三号館 北一ホール

16 銀の鐘1号館

Kitaichi Glass No.3

Gin-no Kane No.1 Store
喫茶店のご利用でクッキー
（2枚）
プレゼント!

カフェをご利用のお客様に北一ヴェネツィア美術館

喫茶又はお食事利用のお客様に

For customers using the café, get an original postcard of
Kitaichi Venetian Art Museum for free.

For customers using the café or meal, get an original
postcard of Kitaichi Glass for free.

オリジナルポストカード
（1枚）プレゼント!

北一オリジナルポストカード（1枚）プレゼント!

Order anything from the Café menu, and get 2 cokies for free.

肉・焼肉 Grilled Meat
17 小樽ジンギスカン倶楽部 北とうがらし出抜小路店

18 なると屋出抜小路店

Genghis Kahn Club Kita-Togarashi

Naruto-ya Denuki-koji

19 ステーキ丼 えぞや
Steak-Don Ezoya

小樽港

カップザンギ 320円 → Wi-Fi価格270円
Discount for deep fried chicken 320 JPY
→ Wi-Fi special price 270 JPY

生ラム1人前以上のご注文で(お一人様)

ソフトドリンク1杯サービス!

Order one portion or more of Lamb meat, and get 1 drink
for free.

洋食

北海道産リブロースステーキ丼
2,500円 → Wi-Fi価格2,000円
Discount for Rib Roast Steak Rice Bowl(Hokkaido Beef)
2,500 JPY → Wi-Fi special price 2,000 JPY

Western-Style Restaurant

バー

Bar

21 ルタオ パトス (カフェ)

22 ニッカバーリタ

Letao Pathos (Cafe)

Nikka Bar Rita
ウェルカムビール or ハイボール
（小）
サービス!

生ラムジンギスカン 1,000円 → Wi-Fi価格800円
Genghis Khan(lamb meat BBQ)1,000 JPY
→ Wi-Fi special price 800 JPY

ランチセットA（ドリンクセット）を

浅草橋観光案内所

参加店マップ

ランチ単品の価格でご提供！

SSID

▲ 海側/Sea

浅草橋

観光バス専用駐車場
Sightseeing Bus Parking

臨港線 Rinkosen Street

小樽出抜小路
Otaru Denuki-koji
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Otaru Art Museum

11

↓至 天狗山
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寿司屋通り

日銀通り

←至 小樽駅
to Otaru Sta.

小樽運河ターミナル
Otaru Canal Terminal
大正硝子館 本店
Taisho Glass Main Store

至 小樽フェリーターミナ
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▼ 山側/Mountain
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北一硝子三号館

Kitaichi Glass No.3
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り（約900m）
堺 町通

Sakaim
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achid

.Otaru_Free_Wi-Fi
にアクセスして、
お得なクーポン
をゲットしよう!

かま栄
Kamaei Factory Store

18 17

小樽芸術村

Get a welcome beer or highball(S size)!

You can get a lunch set A(with drink) for the price of a la carte.

Locations

運河・祝津

小樽
運河
Otaru
Canal

サッポロ
ドラッグストア

20 俺のジンギスカン
Oreno Genghis Kahn

ori Str
eet（900m

Free Wi-Fi AREA !!

水天宮神社
Suitengu Shrine

Connect to “.Otaru̲Free̲Wi-Fi”
and get some nice deals now!
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）
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ルタオ本館
LeTAO
Main Store

One
Way
Stre
et

メルヘン広場
Marchen 小樽オルゴール堂本館
Square

Main Building of the Otaru
Music Box Museum

メルヘン
観光案内所
Sakaimachi Shopping
交差点 16
至 南小樽駅→
Street Tourist Information Center Marchen Crossroads to Mimami Otaru Sta.
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