
施設名 特典 TEL 休
カード1枚で
の利用人数

1 羊蹄山麓パン工房麦風

自家製酵母と道産小麦、ニセコ甘露水、オーガニッ
クドライフルーツ＆ナッツ等、厳選素材を使用し、体
に優しいパンを焼いています。自然豊かな味わいを
お楽しみください。

牛乳以外の商品は、3％OFF 0136-22-1631
火曜
第1・3水曜

1名様

2 梅月菓子舗 郷土銘菓、季節の和菓子、多数取り揃えています。
1000円以上お買い上げごとにニセコフロマージュ1
枚プレゼント

0136-22-0342 日曜 1組

3 菓子工房みやたけ

規格外のじゃがいもで作ったポテトペーストを使った
お菓子や、ふんわりもちもちなオムレット、羊蹄山をイ
メージしたクッキーなどいろいろなお菓子をおいてい
ます。

ソフトクリーム50円引き 0136-22-0265
月曜（祝日の場
合火曜）

1名様

4 BAR EDDY 飲み放題2000円（90分3名様）やっております！ ポテトチップスサービス 0136-22-6656 日曜、祝日 1組

5 倶知安観光協会
観光にお買物に、便利なレンタサイクルはいかがです
か？各種観光パンフレットやお得な割引券など多数
ご用意しております。

レンタサイクル500円→250円 0136-55-5372 無休 1組

6 ブームスポーツ
倶知安の駅前にあるスポーツショップ！毎日がお買
い得価格にて♪さらに倶知安・ニセコ限定お土産
コーナーもございます。

現金お支払いで10%OFF、クレジットカードお支払い
で5%OFF。（さらに1万円以上お買い上げでコー
ヒーサービス）

0136-23-0011 水曜 制限なし

7 はんこ広場倶知安店
長期滞在のお客様同士で、こちらのパーティーも多
いようです。ご自宅、連絡先を記載した名刺のご注
文も多いです。いかがですか？

名刺印刷、印鑑各種10%OFF 0136-55-6078 土日祝、お盆 1組

8 ラーメンなかま
当店自慢の油抜きしたチャーシューや4種類の手作
り餃子、そして梅風味がクセになる梅塩ラーメンが大
人気です。ホッとする優しい味わいの一杯をどうぞ！

バターorコーンのトッピングいずれか1つサービス 0136-22-0660 水曜 5名様まで
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倶知安町
蝦夷富士と呼ばれる「羊蹄山」と日本海から連なるニセコ連山の主峰「ニセコアンヌプリ」に囲まれ、清流
尻別川が流れる自然豊かな町。豪雪の地は豊富な水を育み、明治の開拓期から農業が盛んで、ジャ
ガイモの生産は国内トップクラス！夏は爽やかな空気が高原を流れ、ロングステイも大人気です。「東洋
のサンモリッツ」とも呼ばれるスキーの聖地で、冬はパウダースノーを求め世界中から滑走者が訪れるリ
ゾートです。

施設紹介



9 コープさっぽろ倶知安店
人気の「しりべし名産品コーナー」や「北海道どさんこ
プラザ札幌店のサテライト」など、コープのお店の中
で、倶知安店にしかない商品がたくさんあります。

お買物された方、オリジナルステッカープレゼント
（サービスカウンターにて）

0136-23-0123 無休 1組

10 ラッキー倶知安店

倶知安町や後志で採れた新鮮な野菜、近郊の岩
内・小樽漁港から直接買付け仕入れた抜群の鮮度
の魚介類を取り揃えています、北海道ニセコの味を
ご堪能ください。

全商品税込み価格から5％OFF
（一部除外品あります）

0136-21-3677 無休 1組

11
トヨタレンタリース新札幌ニセ
コ倶知安店

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！

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）

0136-25-1010 無休 制限なし

12 倶知安風土館

ニセコと羊蹄山の自然をテーマにした「自然と環境」
のゾーンと、倶知安の歴史と暮らしを紹介する「暮ら
しと文化」の2ゾーンがあります。「見て、触れて、感じ
る博物館」へぜひ。

観覧料一般200円→100円
※高校生以下、美術館観覧料無料

0136-22-6631
火曜（祝日の翌
日休館）

1組

13 小川原脩記念美術館

本町出身の画家、小川原脩を記念して建設された
美術館。外観は「風景としての建物」を意識し、ホー
ルから窓越しに眺めるえぞ富士はまるで一枚の絵の
ようである。感動間違いなし。

観覧料一般500円→400円、高校生300円→
200円、小中学生100円→50円

0136-21-4141 火曜 家族全員

14 ヒラフゴルフセンター
倶知安町ひらふにあるゴルフセンター。ゴルフ好きが
こぞって練習にやってくる穴場スポットです。お一人で
もお仲間同士でもお気軽にご利用下さい。

3000円券購入で1000円割引。（自販機での購入
は不可）

0136-22-0246 無休 2名様

15 農家のそばや羊蹄山
羊蹄山の麓で幻と言われる牡丹そばを自家栽培。
毎日使う分を蜂巣石の石臼で低速に粗めに打った
羊蹄山十割そばをお楽しみ下さい。

お会計より10％OFF 0136-21-2308 水曜
1家族、
1グループ

16 地粉パンまる麦工房

カンパーニュやライ麦パンをはじめ、黒千石の豆パ
ン、ポリフェノールが多いエリモ小豆で作ったあんぱ
ん、発芽雑穀入りパンなど、身体に優しいオーガニッ
クにもこだわった天然酵母パンを提供します。

1,000円以上お買い上げで、ようていトマトジュース
1本サービス

0136-22-5366
火曜、第２・３水
曜

1家族、
1グループ

17 ヨウテイアウトドア

0歳から大人まで楽しめる湧水の池ラフティング。羊
蹄山を眺めながら、のんびりラフティング体験できま
す。ぬれないので準備もいりません。普段着でＯＫで
す。

オリジナルステッカーをプレゼント！ 080-6075-9466 不定休
1家族、
1グループ

18
NACニセコアドベンチャーセ
ンター

ニセコの自然を存分に楽しめるアドベンチャーツアー
やレースを通年開催。1Fにアウトドアショップ、2Fに
オープンテラスのレストラン、吹抜けではインドアロック
クライミングが楽しめる。

ニセコアクティビティ10%OFF 0136-23-2093 無休 7名様



19

✦新規✦
NACニセコアドベンチャー
パーク

ニセコひらふのとど松の森を使った、高さ最大13ｍ、
実父ラインやバンジージャンプ含む100の遊びが楽し
める樹上のパーク。エントリーレベルからエクスパート
まで難易度の異なる8コースがあります。

旧体験料金10％OFF 0136-23-2093 無休 制限なし

20 レンタルコテージ泉郷

コテージご宿泊に限らずニセコを訪問してくださる一
般のお客様全てにテニスなどのアクティビティをご用
意しております。緑いっぱいの自然のもと、皆様でお
楽しみください。

テニスコート使用料1時間1500円→1000円（平
日）2000円→1500円（土日祝）、ラケットシューズ
レンタル各300円が無料

0136-23-3301 無休 1組

21 ニセコカリー小屋

全国にファンを持つ30年目を迎える老舗スープカ
レー店。スッキリとした旨味とスパイス感が絶妙で、
熱々！での提供が人気。食後の自家焙煎コーヒー
のテイクも定番。

ニセコ天然サイダープレゼント（特製レトルト「ニセコ
スープカリー」2袋以上購入の方）

0136-23-3688 平日の火金 制限なし

22 NOASC
山に川、ニセコの大自然をおもいっきり楽しむなら
NOASCへ！

な、な、なんと、10%OFF！（大人のみ）
現金のみ

0136-23-1688 不定休 制限なし

23 ニセコHANAZONOリゾート
全アクティビティ10%OFF
(8/11-13、パッケージ商品除く）

0136-21-3333 無休 1組

24

ニセコスポーツ

ニセコでの滞在をより楽しく快適な
ものにするお手伝いをするために
いつでも気軽に立ち寄れるｼｮｯﾌﾟ。

レンタサイクル10%OFF（ひらふ坂店のみ） 0136-21-6633 無休 1組

25

HANAZONOゴルフ
日本で最も美しいﾛｹｰｼｮﾝ、羊蹄山
を間近に望む表情豊かな18ﾎｰﾙ。
千変万化なｱﾝｼﾞｭﾚｰｼｮﾝが最後まで
プレーヤーを楽しませてくれます。

売店商品10%OFF（対象外商品あり） 0136-21-7700 無休 1組

26 TAJ MAHAL倶知安店

社長もコックもインド人でおなじみインド料理の老舗レ
ストラン。数十種類のスパイスをブレンドしたオリジナ
ルカレーとタンドールで焼くもちもちナンは絶品！ファ
ミリーでお楽しみ頂けます。

10％OFF（ランチメニュー除く） 0136-22-4566
無休
（火曜ランチは休
み）

制限なし

27 自家製うどんごころ
道産小麦『きたほなみ』を使用し、2日間塾生させコ
シと喉越しあるおうどん。出汁は、利尻昆布と3種類
の節でとる、こだわりの黄金色のおだし。

うどん注文で「ちくわ天」サービス
（8/11～16は不可。１０月末まで）

0136-23-3939
水曜・第3木曜
(変更する場合あ
り）

1組

28 ニセコグリーンファーム
羊蹄山が望める、広大な有機（オーガニック）農場
で、特製石窯で焼くピザ作り体験と、農作業を体験す
るファーム体験をお楽しみいただけます。

ピザ体験・ファーム体験を予約されたお客様にプレ
ゼントあり

0136-22-2868

ピザ体験：平日
13：00、土日祝
10：00・13：00
ファーム体験：平
日のみ

1組

ニセコHANAZONOリゾート

HANAZONOは大自然の中、身体を使って思い切
り遊べるアウトドアアクティビティいっぱいで皆様を
お待ちしています！仲間や家族とこの夏たくさん
思い出を作ろう！



29 ホワイトアイル
各種アクティビティーツアー要予約。e-bikeレンタ
ル、リバーSUPツアー2名以上催行。

アクティビティー10%OFF 0136-22-2500 無休 制限なし

30 グリーン茶草
ニセコ・ヒラフ地区の白樺林に囲まれた日本茶カフェ
です。オーガニックにこだわり全国各地から厳選した
煎茶、手作りの抹茶アイスなどをお楽しみください。

ドリンク・スイーツ10％OFF 0136-55-5934 火曜、水曜 制限なし

31 サマーゴンドラ

　大人往復：通常¥1,100➡ぽけしり特別価格¥
1,000
　小学生：通常¥550➡ぽけしり特別価格¥500
　※未就学時は無料です。

32 食彩比羅 　ランチ10％OFF

33 ＢＢＱガーデン 　ランチ10％OFF

34

ホテルニセコアルペン

●温　泉　大人通常￥700→￥500
　　　　　　小学生通常￥400→￥300
●岩盤浴　大人通常￥1,000→￥700　※要予
約
●温水プール　大人通常￥600→￥400
　　　　　　　       小学生通常￥400→￥200
●売　店　お会計より5％OFF
　　※セール品、たばこ、薬、雑誌等を除く

35 VALE Bar&Grill

近隣の野菜を使ったサラダバーに、厚焼きベーコン
にお好きな卵料理のプレートをキッチンにてご用意。
バターをふんだんに使った焼き立てクロワッサンがお
すすめ。

朝食料金20%OFF（1500円→1200円） 0136-21-5833 無休 1組

36 阿武茶　二号店
ニセコの人気居酒屋レストラン＆BAR！旬の朝採り
地場野菜をふんだんに使ったお料理！毎日仕入れ
る新鮮な魚料理！座敷有、お子様連れ大歓迎！

会計時カード提示で5%OFF 0136-22-5620 月曜（夏季） 1組

37 比羅夫坂
新しくシャレーアイビーにオープンした居酒屋ダイニン
グ「比羅夫坂」。開放的なガラス張りの店内で、種類
豊富な本格和食をご堪能ください。

お食事の際￥1,000までのドリンク1杯サービス 0136-22-1125 無休 1組

ニセコグラン・ヒラフ

ニセコグラン・ヒラフは楽しみ盛りだくさん。サマー
ゴンドラで標高820mまで空中散歩♪ニセコアン
ヌプリ中腹からは羊蹄山や余市岳、有珠山等の
大パノラマが広がります。山麓の芝生エリアで手
ぶらでラクラクバーベキュー♪大型テント完備だ
から突然の天候変化にも安心。食彩比羅夫で海
の幸を味わうのもオススメです。ホテルニセコア
ルペン内は天然温泉をはじめ岩盤浴や温水プー
ル、カラオケ、ボディケアもご用意。売店にはお
土産はもちろんコンビニコーナーやスポーツギア
コーナーもあるので様々なシーンでご利用いただ
けます。

0136-22-1105
 ( ホテルニセコア

ルペン)
無休 5名様



38 リズム
マウンテン・ロードバイクなど自転車各種とSUPボード
のレンタル、ツアー、販売のお店です。その他、キャ
ンプ用品、スケートボード、アパレルも販売中！

各レンタル　10％OFF 0136-23-0164 無休 1組

39 モンティーズ

ヒラフの中心地に位置するレストランです。ウェスタン
風の食事をメインに提供しております。ディナーでは
外でBBQを行うこともできますのでお気軽にお越しくだ
さい。

お食事と飲み物をオーダーされたお客様、お食事
のセットをオーダーされたお客様に10％OFF

0136-55-5989
火曜、水曜、木
曜

制限なし

40 Bang Bang 楽しい一時をお過ごしください。 ご飲食代金より10%OFF 0136-22-4292 水曜 制限なし

41 Bang 2 (Deux) ラーメンをメインに多彩なランチをお楽しみください。 ご飲食代金より10%OFF 0136-22-1480 水曜 制限なし

42 ふじ鮨ニセコ店
8月迄は、積丹のうにを直送して提供しております。
その他、豊富にメニューを取り揃えておりますので、
ぜひご利用ください。

お食事合計金額より10%OFF（但し、現金のみ）
※ランチバイキングは割引除外です。

0136-23-2661 水曜 1組

43 オオワシロッジ

素泊まり用のバックパッカー宿です。夏季は2人1部
屋2,500円、1名個室3,000円よりご宿泊可能で、共
用のシャワールーム、キッチン、ゲームルームがござ
います。お気軽にお越しください！

館内の卓球、ビリヤード、ダーツ、パソコン、ファミコ
ン、無料で利用可。

0136-55-5111 無休 制限なし

44
✦新規✦
Mポケット

世界の銘柄、輸入食品が所狭しと品揃えておりま
す。また身体にやさしい自然食品コーナーも充実。
日本名門酒会会員。後志産ワインも多種多様に取り
扱ってます。お買い物が楽しくなること、請け合いで
す。

お買い上げ3000円以上のお客様にラッキーアイ
テム（金運蛇皮お守り）をプレゼント。
※数に限りがあります。

0136-22-1070 無休 1個

45 HERMOSA ANGEL No.1

ひらふ坂に面した「Hirafu188」内にあり、とっても便
利。スポーツ後のボディマッサージはもちろん、「何も
しない日」のマッサージ＆エステもおすすめです。全
身をくまなくほぐして優雅な休日を。

全てのメニュー３０％OFF（お盆は除く）
0136-23-2004、
090-2696-5777

無休

制限なし
（ぽけしりを
提示された
方）

46 ノースフェイスニセコ
高品質で高機能なウェア・グッツを中心とした幅広い
品揃えに加え、１階にはコーヒースタンドを設置。ニセ
コならではのイベントも開催しております。

滞在期間中1回に限りお一人様コーヒー1杯サービ
ス

0136-55-8086 無休 1組

47
湯元ニセコプリンスホテルひ
らふ亭

露店風呂からは羊蹄山やアンヌプリを一望！ニセコ
の大自然を感じながら温泉を満喫するひと時をお過
ごし下さい。ストレスを和らげる鎮静作用のある温泉
です。

日帰り入浴200円OFF 0136-23-2239 無休 1組



48 ゑびす亭
冬はおでん、夏は新鮮なお刺身や焼き鳥などの料理
とお酒が楽しめるお店です。家族や仲間と楽しむのに
最適。明るいスタッフがお待ちしています。

5000円以上のお買い上げで10％OFF 0136-22-6544 無休 1組

49 TOSHIRO'S BAR
トシローズバーの2号店がひらふ亭の中にオープンし
ました。昨年までは本店で営業しておりましたが、2号
店での営業となりますのでご注意くださいませ。

キープボトル10％OFF 090-5076-4627 不定休 制限なし

50 タベルナ　ファルニエンテ
昨年オープンしたイタリアンレストラン。本格的なお料
理をカジュアルにお楽しみいただけます。

お会計より10％OFF 0136-55-6255
月曜と火曜のラ
ンチ

制限なし

51 MUSU レストラン
アイスクリーム、コーヒー、ペイストリーやアルコールに
至るまで全て10％オフです！（但し、セットメニューな
どすでにお得価格のメニューなどは除く。）

全レギュラーメニューより10％OFF（一部除外有） 0136-55-8152

7-8月：無休、
9月：月・火休み
10月9日～閉
店。

1組

52 創作DINING葛石 入りずらい感じですけど入ってみてください！ 小ビール又はウーロン茶を無料進呈 0136-25-4125 日曜 1組2名様

53 割烹肴座　花鯛

元魚屋の板前が長年の経験を活かし、熟練の目利
きで旬の鮮魚料理をお客様にご提供いたします。全
国各地の地酒も厳選し、多種ご用意しております。

お食事の際、スパークリングワイン、おすすめの日
本酒、ソフトドリンクの中からお好きなものを1杯
サービス

0136-55-8528 月曜 1組

54
スープカレー＆和ダイニング
つばらつばら

ニセコを愛するリピーター達がこよなく愛する濃厚な
スープと野菜のスパイシーな一品。クセになる美味し
さです。予約可能な時間は11：30と18：30のみで
す。

100円引き 0136-23-1116 水曜 制限なし

55 ペンションふきのとう
トールペイント（木製品に簡単な絵を描く）2500円
～、植物観察2500円～、天体観測1500円～、2日
前までにお申込みください。

一般料金より約10％OFF 0136-58-2623 無休 2名様

56 ビスターレ・カナ

ネパールカレーは、日本の薬膳と同じです。現地では
毎日朝晩カレーを食べています。当店でも現地のカ
レーを提供しております。是非、自慢のネパールカ
レーをご賞味ください。

レストラン：平日ランチカレーメニューオーダーの方
ラッシープレゼント、ペンション：ディナーの時にグラ
スワイン1杯プレゼント。

0136-58-3330 不定休 1組

ニセコ町
後志管内のほぼ中央に位置し、東に国立公園羊蹄山（1,898m）、北に国定公園ニセコアンヌプリ
（1,309m）の山岳に囲まれており波状傾斜の多い丘陵盆地を形成。町の中央には尻別川（2004年清
流日本一）が流れ、これに昆布川、ニセコアンベツ川、真狩川などの中小河川が流入。冬期の最深積
雪は、200cmにも達することがあります。



57 革と珈琲ファンファン
簡単すぐにオリジナルの革小物製作体験が出来ま
す。キーホルダー、ストラップ、小銭入れなど常時１０
数種類のメニューからお選び頂けます。

レザーワーク体験のお客様にオリジナルクローバー
チャームをプレゼント

0136-43-2626 火曜 1組

58 ニセコアウトドアセンター

代表的なツアーは、カナディアンカヌーで尻別川を下
る「しりべつ川カヌーツーリング」。参加者がカヌーを
操作することで、本来の楽しさを感じられます。北海
道認定カヌーガイドがサポートしますので安心です。

アウトドア体験で記念品贈呈 0136-44-1133 無休
1家族
1グループ

59 自然体験グラウンドピュア

ピュアはニセコビレッジの自然アクティビティグラウンド
です。カフェでくつろぎながら楽しむランチや木々の中
でのツリートレッキング、ジップラインでの空中飛行や
乗馬など。誰もが童心に返って楽しめます。

ピュアアクティビティ直営メニュー10%OFF(ただし
熱気球、乗馬体験及び不思議の森の宝での利用
を除く）

0136-44-2211 無休 4名様

60
TAJ MAHALニセコアンヌプリ
店

社長もコックもインド人でおなじみインド料理の老舗レ
ストラン。カレー＆ナンのほか、夏期には屋外でインド
風BBQ（一皿500円～）もあり。16：00-18：00ハッ
ピーアワー　ビール400円。

10％OFF（ランチメニュー除く） 0136-55-8699
無休
（月曜ランチは休
み）

制限なし

61

✦新規✦
HOPI HILLS
（ホピヒルズ）

馬・ポニー・山羊・だちょう・うさぎ・アルパカがお待ち
してます。本場イギリス人シェフのホピヒルズ各種オリ
ジナルパイや、トンデンファーム炭火焼きソーセージ・
スモークチキン・ベーコン・ベーコンチーズマフィンも
お勧めです。体験プランもご用意しております。

１．レストランでのお食事代１０％OFF
２．ショップの合計金額が、5,000円以上でホピヒ
ルズオリジナル布製バッグプレゼント
３．レストラン及びショップ、それぞれ5,000円以上
のお会計でBIG滑り台５回無料（お子様向け）

0135-34-7878 無休 制限なし

62 京極名水プラザ
名水百選で知られる羊蹄のふきだし湧水が汲める人
気スポットの脇に立つログハウス調の道の駅で企画
秘密のタレに漬けた厚切りジンギスカンがおすすめ。

ホットコーヒー300円を100円で提供（食事の方限
定）

0136-42-2292 無休 1組

63 まっかり温泉
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！

入浴料金から100円引き 0136-45-2717 月曜 1組

京極町
後志管内の東部に位置し、羊蹄山の東のすそ野に広がり、東は札幌、西は倶知安町、南は喜茂別町、
北は赤井川村に接しています。 地勢は、大部分丘陵起伏して平坦地は少ないが、尻別川の流域及び
その支流はおおむね平坦です。町の基幹産業は農業で、主にバレイショ、小麦、ビート、豆類などを栽培
しています。近年は、これらにニンジンやタマネギなどの野菜を組み合わせ、経営が多角化しています。

真狩村
「えぞ富士」と呼ばれ親しまれている羊蹄山の南ろくに位置し、農業を基幹産業として発展してきた純農
村です。主要な作物は、じゃがいも、大根、人参などで、中でも食用ユリ根は、全国一の出荷量を誇って
います。また、演歌歌手の細川たかしさんの出身地としても良く知られ、村を流れる真狩川河川公園に
は、熱唱する「細川たかし記念像」が置かれ、観光スポットとして賑わっています。

赤井川村
後志管内の北部に位置し、倶知安町の北に接しています。 面積の大部分が森林で「カルデラ」状の地
形をなしています。ニセコ地域と同様に積雪が多く、北海道内で有数の豪雪地帯です。夏には昼夜の寒
暖の差が大きく、果菜類の栽培に適しており、メロンやスイカは評判です。また「日本で最も美しい村連
合」のひとつです。



64 トワ・ヴェール

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。

トワ・ヴェール製品のみ5%引き 0136-72-4416 月曜 2名様

65 道の駅くろまつない

町内産の牛乳で作るオリジナルソフトクリーム。ピザは
注文を受けてから焼き上げます。天然酵母と黒松内
銘水を使った生地と町内産ソーセージやチーズで作
るピザは大人気。

ソフトクリームレギュラーサイズ50円引き
0136-71-2222

無休（ピザ工房の
み火曜休み）

5名

66 歌才自然の家
レストラン「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。

レストランメニュー10%引き 0136-72-3010 無休 2名様

67 寿都温泉ゆべつのゆ

2つの泉質を楽しめることの出来る温泉は、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。

カード提示で入浴料50円引 0136-64-5211 第1月曜
カード提示
者のみ

68 道の駅みなとまーれ寿都
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。

オリジナルコーヒー50円引き 0136-62-2550 第1月曜
カード提示
者のみ

69 日本海食堂

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！

1、食事前に提示のお客様には旬の逸品のサービ
ス!!　2、宿泊部門については、500円の割引をい
たします!!　3、遊漁船部門についても、500円の割
引!!
4、そのほかにも、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？

0136-65-6351 木曜
カード提示
者のみ

黒松内町 北海道南部・札幌＜＞函館の中間に位置する黒松内町は、北限のブナ林をシンボルに、地域の自然・
農業・人資源を活かした観光交流を行っています。

寿都町
日本海渡島半島の付け根にあたり、西部から東部に走る弓状の海岸線が寿都湾を形成し、函館市と札
幌市のほぼ中間に位置しております。寿都湾の豊かな資源の恩恵を受け水産業を中心に発展してきた
寿都町の歴史は、古くはニシン漁を背景に生活が築かれ、現在は漁業とともに水産加工業もまちの産
業の牽引力となっています。ニシン漁で栄えた、当時の繁栄を偲ばせる歴史的建造物も数多くありま
す。



70 道の駅いわないたら丸館
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。

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！

0135-63-1155 月曜 1会計分

71 北緯43度
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！

お会計の際、カード提示で全商品5％OFF
※食堂を除く

0135-62-8343 無休 1組

72 木田金次郎美術館
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。

500 円→400 円 0135-63-2221
月曜
（祝日なら火曜
休み）

1組

73 岩内郷土館

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。

200円→150円 0135-62-8020
月曜
（祝日なら火曜
休み）

1組

74 荒井記念美術館

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。

お1 人様入館料100 円引き 0135-63-1111 月曜 2名様

75 いわない温泉高島旅館

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。

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）

0135-61-2222 不定休 制限なし

76 西村計雄記念美術館

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。

ポストカードプレゼント 0135-71-2525 月曜 5名様まで

共和町
北は積丹半島南部、南はニセコ連峰に接し、倶知安町の西部に位置しています。古くから稲作地帯で
あり、「かかしのふるさと」として知られています。また最近では、スイカやメロンの生産も進んでおり、「らい
でんスイカ」が有名です。

岩内町 紺碧の日本海とニセコ連峰岩内岳を望み、四季折々の自然に囲まれたまち岩内。深層水・海産物・夜
景・スキー場・海の見えるゲレンデなど、海あり山あり幸ありの日本海に面した魅力たっぷりの町です。



77
しゃこたん土産と喰処カムイ
番屋

国定公園カムイ岬にあるお食事処。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。

売店お買上げ金額より10%OFF 0135-46-5730 無休 1組

78 食堂うしお

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。

一品サービス 0135-46-5118 無休 1組

79 浜寿し 岬の湯とカムイ岬の中間にある食事処浜寿しです。 エビ又は珍味のサービス 0135--46-5334 不定休 1組

80 鱗晃荘
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。

ご宿泊の方に「岬の湯しゃこたん」入浴券プレゼント 0135-45-6030 無休 1組

81 ふじ鮨本店

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。

お食事代10%OFF（現金会計のみ） 0135-44-2016 不定休 1組

82
フルーツパークにき
ベリーベリーカフェ

仁木町のトマトをふんだんに使用した仁木トマトカレー
と仁木のフルーツをアイスやジュースにしたスイーツ
のビュッフェ（８００円）が人気です。

オーガニックフルーツのジェラートをプレゼント 0135-32-3500 無休 １組

83 にしん御殿小樽貴賓館

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。

入館料1080円→970円 0134-24-0024 無休 制限なし

積丹町
積丹半島の頭部に位置しています。積丹半島開拓の歴史は古く、明治から昭和初にかけてニシン漁の
大漁場として発達し、当時の番屋、トンネル、旧街道などが保存されています。ウニは積丹町の名物で
あり、四季を通して水揚げがあります。切り立った断崖や奇岩、シャコタンブルーといわれる「神威岬」の
景観は絶景です。積丹半島はニセコ積丹小樽国定公園に含まれており、積丹の海は北海道で唯一、
海中公園に指定されています。

仁木町
北海道南西部、積丹半島の付け根に位置します。サクランボ、りんご、ぶどうなどの果樹栽培、トマト、イ
チゴなどの施設野菜、お米の生産など農業を主産業とする豊かな自然環境とおいしい水が流れるのど
かな農村地域です。100坪以上の広々した敷地で有機低農薬栽培などの家庭菜園を楽しみ、上質な
土と水と空気で囲まれ、健康的で優雅な田園生活が待っています。

小樽市
後志地方の東側に位置し、札幌市など4市町村に接しています。市街地の一方が日本海に面し、他の
三方を山々に囲まれた坂の多いまちです。天然の良港である小樽港があり、西側の勇壮な海岸は「ニ
セコ積丹小樽海岸国定公園」に指定されています。気候は北海道にあって寒暖の差が小さい海洋性で
あるため、住みやすく、春は桜と新緑、夏はゴルフやマリンレジャー、秋は紅葉、冬はスキーと、四季を通
じて豊かな自然を満喫できます。



84 小樽観光振興公社
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。

カード提示で10%割引 0134-29-3131 無休 制限なし

85 小樽運河プラザ

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。

お土産コーナーでお会計時に10%OFF
（一部除外品あり）

0134-33-2555 無休 1組

86 染織アトリエKazu
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。

お買物3000円以上でえ「手染めミニタオル」プレ
ゼント

0134-22-8544 火曜
カード提示
者のみ

87
オステリア・イル・ぴあっと
ヌーヴォ

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。

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

0134-64-1697 水曜 4名様

88 小樽朝里クラッセホテル

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。

日帰り平日入浴800円→500円
土日祝1000円→800円

0134-52-3800 無休 3名様

89 オーンズ春香ゆり園

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。

入園料100円引き 0134-62-2228
無休
（8/19クローズ）

制限なし

90 銭函ヨットハーバー

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）2名以上催行、要予
約。

SUP体験10%OFF 0134-62-2411 木曜 制限なし

91 タイムズカーレンタル小樽店
「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。」

カード掲示でロードマップ1冊プレゼント 0134-32-6767 無休 1組

92
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！

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）

0134-29-0100 無休 制限なし

93
北海道ワイン株式会社ワイン
ギャラリー

年間250万本を全て国産葡萄100％で醸造する純
国産No.1ワイナリー併設のワインギャラリー。常時
100種類以上のワインで皆様をお待ちしています。

当店指定のグラスワイン1杯サービス 0134-34-2187 なし 1組



94 Salt Valley 408
海の秘境・青の洞窟をボートとラフトで巡る「青の洞窟
クルーズ」をお楽しみください。

ウェルカムドリンクサービス 0134-28-2181 無休 1組

95
元祖！おたる青の洞窟ク
ルーズ（株式会社ツウセン）

大人気！神秘の洞窟おたる青の洞窟クルーズ。1日
5便（6-8月のみ）、大人5000円（税込、小学生以
下半額）、必ず事前にご予約願います。

大人お1人様小樽三角市場 川嶋鮮魚店/川嶋海
鮮食堂の500円券プレゼント！

0134-23-8942 無休 制限なし

96 とうやMarche

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。

食事メニュー注文の場合、コーヒー1杯サービス 0142-75-3833 無休 1組

97 岡田屋

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。

白いおしるこ各種50円引き 0142-75-2608 不定休
家族は皆Ｏ
Ｋ

98 めん恋亭

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。

手造りシソジュースサービス 0142-75-2071 不定休
カード提示
者のみ

99 ラーメン一本亭

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

ウーロン茶、お1人様1杯サービス 0142-75-3475 月曜
カード提示
者のみ

100 火山科学館

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。

火山科学館入館料10%割引（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。

0142-75-2555 無休 1組

101 レイクトーヤランチ
洞爺湖を一望する高台まであがる山岳ホーストレッ
キングです。おとなしい馬達で、初めての方でも絶景
を楽しみながらの乗馬が楽しめます。

ホーストレッキングご利用の方ドリンク1本サービス 0142-73-2455 無休 制限なし

102 レークヒルファーム
自社牧場の放牧主体に育てた牛から搾った牛乳で
毎日、ジェラート、チーズ、スイーツを手作りしていま
す。保存料は使用しておりません。

ジェラートお買い上げのお客様にオリジナルポスト
カードをプレゼント

0142-83-3376 無休 制限なし

洞爺湖町
北海道南部に位置し、平成18年3月27日に虻田町と洞爺村が合併し、「洞爺湖町」として生まれ変わり
ました。東には伊達市、壮瞥町、北は豊浦町に接し、湖（洞爺湖）と山（有珠山）と海（噴火湾）に囲まれ
た自然豊かな町です。洞爺湖町を中心とする地域は本道においても、もっとも気候温暖な地方で北海
道の湘南地方と呼ばれ、交通の便もよく観光景観に恵まれていることから北海道有数の観光地となって
います。



103 洞爺湖芸術館

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。

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

0142-87-2525 月曜 2名様

104 NPO法人　自然体験学校
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。

全体験100円引き（お1人様） 0142-83-7040 無休 1組

105 お肉屋さんたどころ
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。

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

0142-76-2911 火曜 1組

106 有珠山ロープウェイ

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。

通常大人1,600円→1,440円小人800円→720
円、オリジナルソフトクリーム付き

0142-75-3113 無休 6名様

壮瞥町 北海道南部の胆振地区に位置しています。洞爺湖の南東岸に面し、有珠山・昭和新山といった火山の
ある町です。また雪合戦の国際大会が開催される町としても知られています。


