
59

6061

58

62

63

65

64 ㈲マルトシ吉野商店 
かき小屋
㈲マルトシ吉野商店 
かき小屋

日本海食堂日本海食堂

歌才 自然の家歌才 自然の家

熊谷沢熊谷沢

黒松内町黒松内町

寿都郡寿都郡
上目名上目名

トワ・ヴェールトワ・ヴェール

道の駅くろまつない
（トワ・ヴェールⅡ）
道の駅くろまつない
（トワ・ヴェールⅡ）

黒松内温泉 ぶなの森黒松内温泉 ぶなの森

寿都温泉「ゆべつのゆ」寿都温泉「ゆべつのゆ」

道の駅「みなとまーれ寿都」道の駅「みなとまーれ寿都」

寿都湾寿都湾

㈱小樽観光振興公社㈱小樽観光振興公社

小樽朝里クラッセホテル小樽朝里クラッセホテル

オーンズ春香山ゆり園オーンズ春香山ゆり園

にしん御殿小樽貴賓館
（旧青山別邸）
にしん御殿小樽貴賓館
（旧青山別邸）

石原裕次郎記念館石原裕次郎記念館

オステリア・イル・ぴあっとヌーヴォオステリア・イル・ぴあっとヌーヴォ

銭函ヨットハーバー銭函ヨットハーバー

80

84

85

86

87

88

81 染織アトリエ Kazu染織アトリエ Kazu83

小樽運河プラザ小樽運河プラザ82

海宝樓海宝樓89

タイムズ カーレンタル 小樽店タイムズ カーレンタル 小樽店90

トヨタレンタリース新札幌
小樽稲穂 2丁目店
トヨタレンタリース新札幌
小樽稲穂 2丁目店

91

小樽運河プラザ小樽運河プラザ67

浅里 I.C.浅里 I.C.

小樽 I.C.小樽 I.C.

小樽港小樽港

天狗山天狗山

奥沢水源地奥沢水源地
朝里スキー場朝里スキー場

朝里ダム朝里ダム

札樽ゴルフ倶楽部札樽ゴルフ倶楽部

札樽自動車道

札樽自動車道

小樽
天狗山
スキー場

小樽
天狗山
スキー場

←至 余市←至 余市

至 赤井川・キロロ  
・倶知安↓

至 赤井川・キロロ  
・倶知安↓ ↓至 定山渓↓至 定山渓 至 札幌→至 札幌→

おたるちっこうおたるちっこう

ウィングベイ小樽ウィングベイ小樽

おたるおたる

おたるおたる
小樽市旭展望台小樽市旭展望台

手宮公園手宮公園

おたる水族館おたる水族館

みなみおたるみなみおたる

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

京極倶知安線京極倶知安線

478

784

276

276

至 札幌→至 札幌→

↑至 キロロ・小樽↑至 キロロ・小樽

真狩村役場真狩村役場

京
極
町
役
場

京
極
町
役
場

ふきだし公園ふきだし公園

道の駅真狩フラワーセンター道の駅真狩フラワーセンター

54

55

41

道の駅 名水の郷 きょうごく
名水プラザ
道の駅 名水の郷 きょうごく
名水プラザ

Arthur's cupcakeArthur's cupcake

←倶知安←倶知安

札幌→札幌→

↓真狩↓真狩

Ｎ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

京極倶知安線京極倶知安線

478

784

5

276

393

276

631

343

343

230

サンモリッツ大橋サンモリッツ大橋

66

半月湖

ニセコニセコ

比羅夫比羅夫

至 札幌→至 札幌→

↑至 岩内・余市↑至 岩内・余市 ↑至 キロロ・小樽↑至 キロロ・小樽

くっちゃんくっちゃん

真狩村役場真狩村役場

ニセコ町役場ニセコ町役場

道の駅ニセコビュープラザ道の駅ニセコビュープラザ

京
極
町
役
場

京
極
町
役
場

ふきだし公園ふきだし公園

ニセコ
グランヒラフ
ニセコ
グランヒラフ

ニセコビレッジニセコビレッジ

ダチョウ牧場ダチョウ牧場

自然体験グラウンド「ピュア」自然体験グラウンド「ピュア」

まっかり温泉まっかり温泉

レストラン
シェーンベルク
レストラン
シェーンベルク

道の駅真狩フラワーセンター道の駅真狩フラワーセンター

ニセコアウトドアセンターニセコアウトドアセンター

fanfunfanfun

Ｎ

38

39

40

56

57

ふきだし物産 ㈱ 名水プラザふきだし物産 ㈱ 名水プラザ

Arthur's cupcakeArthur's cupcake

←ニセコ←ニセコ 京極→京極→

留寿都・洞爺→留寿都・洞爺→

↓洞爺方面↓洞爺方面

京極

真狩

仁木仁木

5

農村公園フルーツパークにき農村公園フルーツパークにき

78

79 フルーツパークにき内売店フルーツパークにき内売店

レストラン ラ・ルーナレストラン ラ・ルーナ

至 小樽↑至 小樽↑

↓至 岩内↓至 岩内

Ｎ

仁　木

余
市
川

余
市
川

フ
ル
ー
ツ
街
道

フ
ル
ー
ツ
街
道

66

604

877

269

840

クレイル
チーズ工場
クレイル
チーズ工場

前田郵便局前田郵便局

共和町役場共和町役場

西村計雄記念美術館西村計雄記念美術館

荒井記念美術館荒井記念美術館

木田金次郎美術館木田金次郎美術館

岩内郷土館岩内郷土館

岩内高岩内高

岩内病院岩内病院

岩内町役場岩内町役場

いわない旅館
髙島旅館
いわない旅館
髙島旅館 ニセコいわない

国際スキー場
ニセコいわない
国際スキー場

岩内港岩内港

229

276

共和町共和町

岩内町岩内町

道の駅いわない「たら丸館」道の駅いわない「たら丸館」

北緯 43 度北緯 43 度

余市・仁木→余市・仁木→

←寿都・黒松内←寿都・黒松内

←
泊
←
泊

↓ニセコ・蘭越↓ニセコ・蘭越

共和高共和高67

66

68

69

71

70

72

Ｎ

岩内・共和

Ｎ

鱗晃荘鱗晃荘

岬の市場岬の市場

岬の湯しゃこたん岬の湯しゃこたん

ふじ鮨本店ふじ鮨本店

積丹町役場積丹町役場

食堂うしお食堂うしお
神威岬神威岬

ワリシリ岬ワリシリ岬
武威岬武威岬

積丹岬積丹岬

出岬出岬
ピリカ岬ピリカ岬

マッカ岬マッカ岬

ピヤノ岬ピヤノ岬

黄金岬黄金岬

美国町美国町

沼前岬沼前岬

積丹余別温泉クラッセの宿 積丹余別温泉クラッセの宿 

㈲浜寿司㈲浜寿司

しゃこたん土産と
喰処カムイ番屋
しゃこたん土産と
喰処カムイ番屋

積丹岳積丹岳

積丹半島積丹半島

積丹原野積丹原野
婦美原野婦美原野

余別岳余別岳

229

229

229

219

568

↓至 神恵内・岩内↓至 神恵内・岩内

至古平→至古平→

73

74
75

76

77

積　丹

中島中島

洞爺水辺の里
財田キャンプ場
洞爺水辺の里
財田キャンプ場

とうや水の駅とうや水の駅

北海道立洞爺少年自然の家北海道立洞爺少年自然の家

道の駅とうや道の駅とうや

↑至 留寿都 ↑至 留寿都 

↓至 伊達 ↓至 伊達 

至 壮瞥→至 壮瞥→

↑至 長万部↑至 長万部

浮見堂公園浮見堂公園

洞爺湖町曙公園洞爺湖町曙公園

洞爺いこいの家洞爺いこいの家

洞爺湖町役場 
洞爺総合支所
洞爺湖町役場 
洞爺総合支所

キムンドの滝キムンドの滝

洞爺湖森林博物館洞爺湖森林博物館

有珠山有珠山
昭和新山昭和新山

道央自動車道道央自動車道

虻田洞爺湖 I.C.虻田洞爺湖 I.C.

ザ・ウィンザーホテル洞爺ザ・ウィンザーホテル洞爺

ウィンザー
グレートピーク
オブ・トーヤ

ウィンザー
グレートピーク
オブ・トーヤ

とうやとうや

観音島観音島
洞爺発電所洞爺発電所

2

703

132

453

560

66

578

230

285

97 578

37

ラーメンとギョウザの店ラーメンとギョウザの店

洞爺湖山水ホテル和風洞爺湖山水ホテル和風

めしどころ松前屋めしどころ松前屋

ラーメン一本亭ラーメン一本亭

有珠山ロープウェイ有珠山ロープウェイ

とうや Marcheとうや Marche

㈲岡田屋㈲岡田屋

レークヒルファームレークヒルファーム サイロ展望台サイロ展望台

洞爺湖芸術館洞爺湖芸術館
洞爺湖

Ｎ

NPO 法人
自然体験学校
NPO 法人
自然体験学校

お肉屋さん たどころお肉屋さん たどころ

101

102

100

99

93

92

95

96

97

94

104

103

105

めん恋亭めん恋亭

レイクトーヤランチレイクトーヤランチ

洞爺湖ビジターセンター
火山科学館
洞爺湖ビジターセンター
火山科学館
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ようこそニセコへ。

おかえりなさいニセコへ。
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※７～１０月の有効期限内の情報です。
カード１枚で利用可能な人数電話番号 営業時間住所 定休日

・ぽけしりカードとは
　いつもニセコロングステイをしてくださっております皆様へ感謝をこめて。
　初めていらっしゃるお客様へ最高のおもてなしの気持ちをこめて。
　夏のロングステイのお客様限定のプレミアムカードです。
 
・ご利用方法
　１、宿泊施設チェックイン時に所定の用紙に記入してカードをゲット！
  　 （倶知安観光協会でも発行可）
　２、本パンフレットを隅々までチェックし気になる施設でカードを提示、
    　特典を利用してください。

何店舗お出
かけできたか
教えてね！

トワ・ヴェール58
緩やかな丘に広がる牧草地に囲まれた
「トワ・ヴェール」。
新鮮な素材を十分に活かして、チーズや
アイスクリーム、ハム、ソーセージなど
を製造・販売しています。

月曜

10:00-18:00

2名様

特典

0136-72-4416
黒松内町字目名152-4

トワ・ヴェール製品のみ
5%OFF

道の駅 名水の郷 きょうごく 
名水プラザ54

ふきだし公園は環境庁の名水百選に選ばれた
「羊蹄のふきだし湧水」があり、名水を求め
る多くの観光客が訪れます。名水を使ったミ
ネラルウォーターやコーヒー、「京極酒」な
どの特産品や土産品も販売しています。

無休

8:00-18:00（レストランLo16:50）

1組

特典

0136-42-2292
京極町字川西45-1

ホットコーヒー100円で
提供
（食事をされた方のみ）

道の駅真狩フラワーセンター56
羊蹄山を一望できるガラス温室にて鉢花を
販売。春は花壇苗・野菜苗、８～９月には
地元生産のユリがお買い得。毎年、８月上
旬は、花フェスタが開催されます。

無休

9:00-18:00

カード提示者のみ

特典

0136-48-2007
真狩村光8-3

1000円以上のお買上げで
5%OFF
※園芸用木工用品、イベン
ト品等一部除外品あり、
クレジットカード不可

まっかり温泉57
羊蹄山を間近に眺めながら温泉かけ流し
のこだわり湯で、疲れを癒し心からリフ
レッシュ！

月曜
10:30-21:00

1組

特典

0136-45-2717
真狩村字緑岡

入浴料金から100円引き

Arthur's cupcake55
Arthur's cupcakeオリジナルのシェイク！
あなたのお好みに合わせて作ることもで
きます。地元の素材を使っためずらしい
シェイクなどもお試しください！

不定休

10:00-18:00

1組

特典

090-1259-0420
京極町ふきだし公園　道の駅側物産店

レギュラーサイズシェイ
ク、スムージー50円引き

ア ー サ ー ズ 　 　 　 カ ッ プ ケ ー キ

道の駅くろまつない
（トワ・ヴェールⅡ）59

道の駅くろまつないの中にあるトワ・ヴ
ェールⅡには、町特産品の販売のほか、
手作りパンやもっちりとしたドイツパン
風ピザが御賞味いただけます。

無休

9:00-18:00

2名様

特典

0136-71-2222
黒松内町字白井川8

ソフトクリーム
レギュラーサイズ50円引き

歌才　自然の家60
レストラン「樻里花（きりか）」では、トワ
・ヴェール製のチーズやソーセージをア
レンジした料理や町名の「黒」にちなんだ
料理がオススメです。

無休

11:00-14:00、17:30-20:00

2名様

特典

0136-72-3010
黒松内町字黒松内584

レストランメニュー
10%OFF

寿都温泉「ゆべつのゆ」62
２つの泉質を楽しむことのできる温泉は、
広々とした浴槽で、最高のリラクゼーシ
ョンタイムを満喫できます。温泉有識者
からは、温泉の持つ力は全道でも１、２
の泉質との高評を受けています。

第1月曜

10:00-21:30

カード提示者のみ

特典

0136-64-5211
寿都町字湯別町下湯別462

カード提示で入浴料50円
引き

しゃこたん土産と
喰処カムイ番屋73

国定公園カムイ岬にあるお食事どころ。
積丹ブルーのブルーラムネやブルーソフ
トは大人気。新鮮な積丹の幸をお楽しみ
ください。売店では積丹の土産品も多数
取り揃えております。

無休
10:00-17:00

1組

特典

0135-46-5730
積丹大字神岬町字シマツナイ92
(神威岬駐車場側)

売店お買上げ金額より
10%OFF

鱗晃荘76
北海道・積丹の老舗宿です。
旬の食材を使用した積丹の海の幸をご提
供します。積丹の自然、創作田舎料理を
お楽しみください。

無休
11:00-15:00

1組

特典

0135-45-6030
積丹町大字入舸町字沢57-1

ご宿泊の方に「岬の湯し
ゃこたん」入浴券プレゼ
ント

りんこうそうフルーツパークにき内レストラン
レストラン ラ・ルーナ78

丘の上のレストラン ラ・ルーナは和・洋
・中と豊富なメニューで大人気です。

水曜
11:30-21:00

制限なし

特典

0135-32-3509
余市郡仁木町東町16-121 
フルーツパークにき内

お食事された方にコーヒ
ー1杯無料サービス

にしん御殿小樽貴賓館
（ 旧青山別邸 ）80

ニシン漁で財をなした網元豪邸で大正６
年から６年半をかけ建てられた別邸で、
国の登録有形文化財。美しい庭園を有し
部屋ごとにしつらえた襖絵や屏風なども
見事です。

無休
9:00-17:00

制限なし

特典

0134-24-0024
小樽市祝津3-63

入館料1080円→970円

染織アトリエ Kazu83
北国の四季の彩り、日本海の碧さをデザイ
ンソースとして染め織り上げ、心を込め
て制作しています。

火曜、年末年始
10:00-18:00

カード提示者のみ

特典

0134-22-8544
小樽市色内1丁目10番23号

お買物3000円以上で
「手染めミニタオル」
プレゼント

オステリア・イル・ぴあっとヌーヴォ84
オステリアはワインと料理を気軽に楽し
むお店。契約農家、小樽漁港からの食材
を活かし、小樽ならではの旬を味わえる
イタリア料理を提供しています。

水曜
11:00-14:00,17:00-21:00

4名様

特典

0134-64-1697
小樽市東雲町2-3

お食事で御利用のお客様に
グラスワイン１杯
（もしくはウーロン茶、オレ
ンジジュース）サービス

石原裕次郎記念館85
昭和の大スター石原裕次郎の記念館。1階
は映画セットや当時のレコードなど俳優
・歌手の裕二郎にちなんだものが、2階は
愛車や海を愛した裕二郎のプライベート
が紹介されています。

無休
9:00-18:00（10月は17:00迄）

制限なし

特典

0134-34-1188
小樽市築港5番10号

入館料10%OFF
大人1500円→1350円
小人300円→270円

小樽朝里クラッセホテル86
大きな窓のある大浴場にサウナを完備、
岩造露天風呂もございます。日暮れと共
に螢をイメージした幻想的なイルミネー
ションが瞬き、森林浴気分を味わえる開
放的な露天風呂です。

無休

平日11:00-20:00、
土日祝11:00-15:00

3名様

特典

0134-52-3800
小樽市朝里川温泉2-676

日帰り入浴
平日800円→500円
土日祝1000円→800円

オーンズ春香山ゆり園87
オーンズ春香山ゆり園は、石狩湾を望む
小 樽 市 春 香 町 に 位 置 し 敷 地 面 積 約
100,000㎡の広大な土地に約50種180
万輪の色鮮やかなゆりが咲き誇るゆり園
です。

無休

7/19-8/24 : 平日9:00-17:00（土日祝8:30～）
8/2-10 : ナイター営業～22:00まで

制限なし

特典

0134-62-2228
小樽市春香町357

入園料100円引き

海宝樓89
大正・昭和のロマンを感じる歴史的建造
物に誕生した和モダンレストラン。経験
豊富なシェフが腕をふるう自慢の和洋折
衷の料理をお楽しみいただけます。

水曜

11:00-21:00（Lo20:30)

制限なし

特典

0134-64-1135
小樽市東雲町1-19 旧板谷邸

10％OFF

タイムズ カーレンタル 小樽店90
「歴史薫る魅力がいっぱいな小樽観光
や、ドライブはもちろんロングステイ
でも快適な倶知安・ニセコの周遊に、
レンタカーでお得に北海道を楽しめま
す。」

無休
8:00-19:00

1組

特典

0134-32-6767
小樽市色内1丁目7番12号

カード掲示でロードマッ
プ1冊プレゼント

トヨタレンタリース新札幌
小樽稲穂2丁目店91

トヨタレンタカーでしりべしを楽しもう！
しりべしでのドライブは是非当店で！

無休
8:00-20:00

制限なし

特典

0134-29-0100
小樽市稲穂2丁目22-1　
小樽経済センタービルB1

カード提示で時間料金から10
％OFF（7-8月は夏季料金、
P0/P1/HV1/HW1/W1を除く）

銭函ヨットハーバー88
スタンドアップパドルボード（SUP）で
海上散歩7,560円！（SUPセット一式、
ウェットスーツ、ブーツ、ライフジャケ
ット、ミニレッスン、駐車場、温水シャ
ワー等の利用込）

木曜
9:00-17:00

1組

特典

0134-62-2411
小樽市銭函3-46

ドリンクサービス

㈱小樽観光振興公社81
祝津、オタモイ航路―美しさに息のむ海
と断崖の絶景。
屋形船―海上から眺める小樽の街並を観
光ガイドが案内します。

無休
10:00-17:00

制限なし

特典

0134-29-3131
小樽市港町4－2

カード提示で10%OFF

小樽運河プラザ82
明治に建設された石造りの倉庫を利用した施
設。各種観光パンフレットが手に入り、休憩
スペースや喫茶コーナーも併設する。お土産
コーナーでは菓子・海産加工品・ガラス工芸
品など小樽のお土産も販売している。

元旦
9:00-18:00（季節により変動有）

1組

特典

0134-33-2555
小樽市色内2-1-20

お土産コーナーでお会計
時に10％ＯＦＦ
（一部除外品あり）

とうや Marche92
とうや湖あか毛和牛肉や周辺の地場産品を
販売。とうや湖あか毛和牛肉を使った①あ
か丼（すき焼風牛丼）②肩ロース焼肉定食
③野菜サラダとすてきなローストビーフを
提供。ハンバーガーも販売しています。

無休
9:00-20:00

制限なし

特典

0142-75-3833
洞爺湖町洞爺湖温泉36

食事メニュー注文の場合
コーヒー1杯サービス

㈲ 岡田屋93
洞爺湖周辺で採れる大福豆と牛乳でつく
った真っ白なおしるこです。
ホットはもちろん夏場は冷たくしてアイ
スクリームを浮かべた冷たい白いおしる
こもお勧めです。

不定休
10:00-16:00

家族は皆OK

特典

0142-75-2608
洞爺湖町洞爺湖温泉36

白いおしるこ
各種50円引き

めしどころ松前屋94
洞爺湖は最高です！ぜひいらして下さい。

水曜
12:00-15:00、17:30-23:00

制限なし

特典

0142-75-2754
洞爺湖町洞爺湖温泉40-14　
伊達信金向い

入店時にカード提示され
ましたら地場産一品サー
ビス（タコ刺身かホタテ
酒蒸し）

ラーメンとギョーザの店　
めん恋亭95

開店以来、丁寧なスープ作りを心がけてい
ます。麺と餃子の皮は北海道小麦100％の
サッポロ西山製麺特注品。肉や野菜類も羊
蹄山麓、道内産の良品です。カレーラーメ
ンや和風塩ラーメンもあります。

不定休
11:30-14:00、19:00-25:30

カード提示者のみ

特典

0142-75-2071
洞爺湖町洞爺湖温泉70

手造りシソジュース
サービス

ラーメン一本亭96
麺・皮以外は手で作り材料等々は地場産にこ
だわって「ただ愚直にこれ一本！」と提供し
ているサッパリとコクのある「一本亭」のラ
ーメンをご賞味ください。※「ミシュランガ
イド2012北海道版」掲載店

月曜
11:30-14:00、18:00-20:00

カード提示者のみ

特典

0142-75-3475
洞爺湖町洞爺湖温泉78

ウーロン茶、お1人様1杯
サービス

洞爺山水ホテル和風97
和のおもてなしの基本は、あくまで「ゲ
ストが主役」。着いた瞬間ホッと心が解
けるようなアットホームな雰囲気で、心
を込めた料理と温かなおもてなしに定評
のある「味と心の宿」です。

無休
7:00-10:00、14:00-21:00

制限なし

特典

0142-75-2361
洞爺湖町洞爺湖温泉78

山水オリジナルカキ氷、
1名様につき1杯サービス

洞爺湖ビジターセンター
火山科学館98

洞爺湖有珠山地域の自然情報を提供して
おります。また、火山、自然に関する分
かりやすい展示も充実しております。当
地ご来訪の際は、まず当館へお立ち寄り
ください。

無休
9:00-17:00

1組

特典

0142-75-2555
洞爺湖町洞爺湖温泉142-5

火山科学館入館料10%OFF
（大人600円→540円、小人
300円→270円）洞爺湖ビジ
ターセンターは無料でご利
用いただけます。
※小中学生が小人料金、未
就学児は無料。

レイクトーヤランチ99
洞爺湖を一望できる高台まであがる山岳
トレッキングです。絶景を楽しみながら
の乗馬をぜひお楽しみください。

無休
9:30-16:30

利用者全員

特典

0142-73-2455
洞爺湖町月浦44

ホーストレッキングご利
用者にドリンク1本サー
ビス

サイロ展望台100
洞爺湖の絶景ポイントといえばココ！中島・有
珠山・昭和新山の大パノラマが一望できます。
北海道銘菓から地場産品まで幅広くお土産を取
り揃えています。オススメは牧家の「ヨーグル
ト」・「チーズ」・「ソーセージ」♪

無休
8:30-18:00

制限なし

特典

0142-87-2221
洞爺湖町成香3-5

①牧家超濃厚ヨーグルト
の試飲ワンカップサービ
ス！②お土産8％OFF

レークヒルファーム101
広大な牧場で放牧を主体として育てた牛
達から搾った牛乳を敷地内の工房で毎日
加工しております。

無休
9:00-19:00

1組

特典

0142-83-3376
洞爺湖町花和127

ジェラート、ソフトクリ
ーム350円→330円

洞爺湖芸術館102
世界中から集まった「手のひらサイズの
彫刻」や北海道の偉大な彫刻家・砂澤ビ
ッキの作品などを展示。展示室からの洞
爺湖の眺望は、芸術作品といえるすばら
しさです。是非ご来館下さい。

月曜

10:00-18:00(6-9月)、
10-11月は16:00まで

2名様

特典

0142-87-2525
洞爺湖町洞爺町96-3

入館料割引。
大人300円→200円
高200円→150円
小中100円→50円

NPO法人 自然体験学校103
洞爺湖畔でのウォーターウォーク体験が
おすすめです。また自然素材を使用した
クラフト体験も色々とあります。

無休
10:00-18:00

1組

特典

0142-83-7040
豊浦町船見町57

全体験100円引き
（お1人様）

有珠山ロープウェイ104
昭和新山麓の火山村にある山麓駅を出発
して約6分の空中散歩をお楽しみ下さい。
山頂には2ヶ所の展望台があり、それぞれ
違った景色を眺めることが出来ます。

無休
8:15-17:45

6名様

特典

0142-75-3113
壮瞥町字昭和新山184-5

通常
大人1500円→1350円
小人（小学生）750円→
680円、プラスオリジナ
ルソフトクリーム付

お肉屋さん   たどころ105
元祖ぐる巻きソーセージ！見た目は可愛
いく食べるとジューシー道産生豚肉100
％粗挽きソーセージです。おみやげで喜
ばれる事間違いない一品です。

火曜
9:00-19:00

1組

特典

0142-76-2911
洞爺湖町旭町5-1

元祖ぐる巻きソーセージ
（2個入り）
￥650→￥600
（お一人様3パックまで）
※道の駅を除く。
　本店のみ有効

食堂うしお74
６～８月は店のすぐそばの海で採れた添
加物を一切使用していない新鮮なウニを
漁師から直接仕入れています。
その他にも積丹産の海の幸を豊富に取り
揃えております。

無休
8:30-17:00

1組

特典

0135-46-5118
積丹町神岬町草内9-1

一品サービス

ふじ鮨本店77
ふじ鮨積丹本店、ふじ鮨の元祖です。見
た目は小さいですが奥行きがあり、お席
はなんと200席ご用意。すぐそばに「黄
金岬」入り口もあり食後の運動にも◎。
新鮮な海の幸をご堪能あれ。

不定休
11:00-21:00

1組

特典

0135-44-2016
積丹町大字美国町字船澗

お食事代10%OFF

フルーツパークにき内売店79
ブルーベリーソフトクリームはフルーツ
パークの大人気商品です。

無休
9:00-17:00

制限なし

特典

0135-32-3508
余市郡仁木町東町16-121 
フルーツパークにき内

ソフトクリーム各種一律
250円

㈲ 浜寿司75
岬の湯とカムイ岬の中間にある食事処浜
寿しです。

不定休
8:00-19:00

1組

特典

0135-46-5334
積丹町大字余別町9-12

エビと珍味サービス

道の駅「みなとまーれ寿都」63
漁港に面した道の駅となっており、テラス
からは寿都湾を一望できます。寿都の特
産品も各種取り揃えております。

第1月曜

9:00-18:00

カード提示者のみ

特典

0136-62-2550
寿都町字大磯町29-1

オリジナルコーヒー
50円引き

㈲ マルトシ吉野商店
かき小屋64

海沿いに面しており、目の前には寿都湾
が広がっています。
絶景を見ながら食べるかきは絶品。自社
で製造、販売している水産加工品も好評
を得ています。

無休

11:00-16:00

カード提示者のみ

特典

0136-64-5018
寿都町字歌棄町美谷206-1

かき小屋でお食事された
方に対し、かき1個サー
ビス

道の駅いわない たら丸館66
ゆるキャラ選手権準優勝の「たら丸」グ
ッツがいっぱいあります。

月曜

9:00-18:00

1会計分

特典

0135-63-1155
岩内町字万代47-4

500円以上お買い上げで
「たら丸クリアファイル」
1000円以上お買い上げで
「たら丸クリアファイル」
と「たら丸シール」差し
上げます。

株式会社北緯43度67
岩内の海産物・農産物を中心としたおみ
やげ、特産品の販売と焼き魚を中心とし
た食事を提供しております。岩内へお越
しの際はぜひ「北緯43度」へ！

無休

8:30-18:00

1組

特典

0135-62-8343
岩内町字万代47-9

お会計の際、カード提示
で全商品5％OFF
※食堂を除く

木田金次郎美術館68
木田金次郎は岩内で生まれ育った北海道
を代表する画家です。
岩内で描かれたダイナミックな作品をぜ
ひご覧ください。

月曜

10:00-18:00

1組

特典

0135-63-2221
岩内町字万代51-3

500円→400円

荒井記念美術館70
風光明媚な岩内岳中腹に位置する白亜の
美術館です。収蔵しているピカソ版画は
青の時代の傑作「貧しい食事」をはじめ
晩年の「エロチカ」まで267点におよび
日本最大級です。

月曜

9:00-17:00

2名様

特典

0135-63-1111
岩内町字野束505

お1人様入館料100円引き

いわない温泉高島旅館71
純和風の高級旅館として人気を博した名建
築が2010年リニューアル。岩内港を望む大
浴場と海の幸をリーズナブルな料金で満喫
できる宿に生まれ変わりました。積丹半島
の観光拠点としてぜひご利用ください。

不定休

24時間

制限なし

特典

0135-61-2222
岩内町字野束505

食事の時に飲物1杯サービス
（旅館で決められたもの
に限る）

西村計雄記念美術館72
共和町出身で1950年代以降パリで活躍した
画家、西村計雄の作品を中心に所蔵・展示す
る美術館。西村独自の画風に想を得た建築デ
ザインや展望コーナーから望むのどかな田舎
風景と雄大なニセコの山並みも見どころ。

月曜

9:00-17:00

5名様

特典

0135-71-2525
共和町南幌似143-2

ポストカードプレゼント

岩内郷土館69
江戸時代から続く岩内町の歴史と文化、経
済の足跡を豊富な資料で展示しています。
国産最古のオルガン（演奏可能）、竹久夢
二の原画、岩内大火と小説 飢餓海峡関連
資料など、興味深いものばかりです。

月曜

9:00-17:00

1組

特典

0135-62-8020
岩内町字清住5-3

200円→150円

日本海食堂65
雄大な日本海を目の前に、新鮮な海の幸を堪
能してください。水平線に沈む真っ赤な夕陽
を眺めながらの食事も最高です。泊まって、
食べて、北海道の船釣りコースはいかが？漁
師ならではの体験メニューも豊富！

木曜

10:30-15:00

カード提示者のみ

特典

0136-65-6351
寿都郡寿都町字磯谷町横澗

①食事前に提示のお客様に旬の
逸品サービス!!　②宿泊部門で
500円の割引!!　③遊漁船部門
で500円の割引!!　④その他、
漁師の宿ならではのサプライズ
サービスが受けられるかも？

黒松内温泉　ぶなの森61
泉質はアルカリ性で、肌がつるつるにな
る美肌の湯です。
アウトドアを満喫した後は、ゆっくり入浴
して心身ともにリフレッシュしましょう。

水曜

10:00-22:00

2名様

特典

0136-72-4566
黒松内町字黒松内545

入館料大人（中学生以上）
100円引き、
小人（小学生）50円引き


