
後志管内観光資源一覧表（食）

番号 市町村名 施設名 郵便番号 所在地 電　話 営業時間 休業日 おすすめメニュー ＰＲポイント 平均予算 収容人数 個室 禁煙・喫煙 備考

1 寿都町 ㈱ダイマル大谷会館 048-0404 寿都郡寿都町字大磯町12 0136-62-2034 １１：００～１４：００　 １７：００～２０：３０ 不定休
ホッケ半身焼定食、イカ刺
し定食、生ウニ丼等

寿都で獲れた鮮度の良い魚介
類をお安く提供します。

昼：１,０００
円～　夜：１,
５００円～

１００人以上
有り（約20
名まで収容
可）

喫煙 有
http://www.dotown.jp/conte
nts/spot/12/daimaruootani/
index.html

2 寿都町 居酒屋たつ巳 048-0401 寿都郡寿都町字新栄町16-3 0136-62-2353 １８：００～０：００ 不定休
自家製もつ煮・活ホタテの
浜焼き・寿牡蠣　等

寿都町の新鮮な魚介類をおい
しく調理します。

夜２,５００円
～

２０人
有り（約10
名まで収容
可）

喫煙 有
http://www17.ocn.ne.jp/~ta
tsumi

3 寿都町 かっぱ寿し 048-0404 寿都郡寿都町字大磯町5 0136-62-2069
１０：３０～２３：００　ランチメニュー１
１：００～１４：００

毎週火曜日
（不定休の
ときあり）

特上生ちらし、ウニ重、
かっぱ定食等

地元産旬の幸を中心に握り寿
司、刺身盛り合わせ、等が味
わえる。毎週金曜日は、限定
100円寿司

昼：８００円～
夜：８００円～

８０人
有り（約10
名まで収容
可）

喫煙

4 寿都町 えび寿し 048-0401 寿都郡寿都町字新栄町49-5 0136-62-3002 １１：００～００：３０ 不定休 生寿し、海鮮丼　等
大将が選ぶ鮮度の良いアワビ
やマグロなど各種取り揃えて
おります。

１,０００円～ ２０人
有り（約10
名まで収容
可）

喫煙 無

5 寿都町
ドライブインユーキナ
イ

048-0351 寿都郡寿都町歌棄美谷 0136-64-5820 ８：００～１７：００（夏季は１８：００）
無休（1～3
月は休業）

ウニラーメン、生ウニ丼、
浜ラーメン　等

寿都で獲れた新鮮な魚介類が
自慢です。

１,０００円～ １５人 なし 喫煙 無

6 寿都町 日本海食堂 048-0351 寿都町字磯谷町横澗69 0136-65-6351 １０：００～１８：００
毎月第２、
４木曜日

三色丼（うに、あわび、い
くら）等

鮮度抜群の海の幸を味わえ、
宿泊も出来ます。

１,０００円～ ３０人 なし 喫煙 有
http://www4.ocn.ne.jp/~nih
onkai/

7 黒松内町 レストラン木貴里花 048-0101
寿都郡黒松内町字黒松内５
８４番地

0136-72-3010
平日　１１：００～１４：００　１７：３０
～２０：００
土・日・祝　１１：００～２０：００

３月～１０
月無休
１１月～２
月第２・４
水曜（祝日
にあたると
きは翌日）

きりか石焼きステーキ

石盤で直接焼きながら食べる
ステーキと地元のとれたて野
菜のサラダはおすすめの一品
です

１，０００円 ４０人 無 喫煙 有
http://www.kuromatsunai.co
m/travel_information/midok
oro/shizennoie.htm

8 黒松内町
特産物手づくり加工セ
ンタートワ・ヴェール
リサーチルーム

048-0125
寿都郡黒松内町字目名１５
２番地４

0136-72-4416

夏期（４月～１０月）/１０：００～１８：０
０
冬期（１１月～３月）/１０：００～１７：０
０

毎週月曜日
（祝日にあ
たる場合
は、翌日）

チーズフォンデュ

町内で採れたぶどうから作っ
たワインにチーズを溶かし、
トワヴェールⅡ製のフランス
パンをつけて食べる味は絶品
です。

１，２００円 ４２人 無 喫煙 有 http://www.toitvert.jp/

9 黒松内町 特産物展示販売施設 048-0134
寿都郡黒松内町字白井川８
番地１２

0136-71-2222
夏期（４月～１０月）/９：００～１８：００
冬期（１１月～３月）/９：００～１７：００

４月～１０
月無休
１１月～３
月第２・４
水曜（祝日
にあたると
きは翌日）

オリジナルバーガー

自家製パンに取れたて野菜、
トワヴェール製ベーコンをは
さんだオリジナルバーガーは
高の組み合わせです。

１，０００円 ３０人 無 禁煙 有
http://www.kuromatsunai.co
m/travel_information/midok
oro/toit_vert2.htm

10 黒松内町
山あいのおもてなし
我つま

048-0111
寿都郡黒松内町字中里１３
番地４

0136-72-3309 １１：３０～２１：３０ 不定休 創作料理

自分たちで育てた取れたての
野菜や、地方の旬の素材を取
り入れた創作料理は、一度味
わう価値ありです。

２，０００円 ２０人 有 喫煙 無 要予約

11 蘭越町 食事と酒処　喜楽 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町 0136-57-5717
ランチ：１１:３０～１４:００  ディナー：
１７:００～２３:００

毎週日曜日
蘭越産お米と野菜のコロッ
ケ、蘭越産そば粉入りコ
ロッケ

地元農産物にこだわったメ
ニューで好評

９５０円、８４
０円

６０人
有り（４０
名まで収容
可）

無

HP
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12 蘭越町 梅寿司 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町 0136-57-5220
ランチ：１１:３０～１３:００  ディナー：
１７:００～２３:００

毎週日曜日
生ちらし丼ハーフセット、
刺身定食、天ぷら定食

地元農水産物にこだわったメ
ニューで好評

１，０５０円、
８８０円

５０人
有り（３０
名まで収容
可）

無

13 蘭越町 みなとドライブイン 048-1341 磯谷郡蘭越町港町 0136-56-2423 １０：００～２０：００ 無休 浜ラーメン、焼魚定食
漁師でもある店長が前浜で取
れた新鮮魚介類を使用

９００円 ４２人 なし 無

14 ニセコ町 アプリコット 048-1531 虻田郡ニセコ町字有島 0136-44-3426 １１：３０～１８：００ 月曜日 和風ソースハンバーグ
ゆったりとくつろげる
暖かい空間

７００円～
１，０００円

１９人 無 無

15 ニセコ町 食いしん坊・福 048-1512
虻田郡ニセコ町字中央通33
ニセコ駅前温泉綺羅の湯内

0136-44-1100 １０：３０～２０：４５ 水曜日 季節の野菜天丼
入浴後にゆっくりとく食事が
取れ、値段もリーズナブル

６００円～
１，２００円

有 有
http://www16.plala.or.jp/k
iranoyu/cafeteria.html

宴会可能

16 ニセコ町 茶房ヌプリ 048-1512
虻田郡ニセコ町字中央通
142-1
ＪＲニセコ駅構内

0136-44-2619 １１：００～１９：００ 水曜日 長芋とベーコンのカレー
ジャズの流れる店内でで本格
的なカレーが味わえます

８００円～
１，２００円

２０人 無 無

17 ニセコ町 花吉 048-1502 虻田郡ニセコ町本通80-2 0136-44-3444 １７：００～２３：００ 月曜日 旬のおまかせにぎり１２貫
寿司はもちろん、豊富な種類
のアルコールも愉しめます

９５０円～
２，０００円

４５人 有 無

18 ニセコ町 M's café 048-1522
虻田郡ニセコ町字曽我355-
2

0136-44-3380 １０：００～１６：００ 無休
自家焙煎コーヒーと季節の
フルーツを使用したスイー
ツ

紅茶はドイツのブランド
６００円～
１，０００円

無 有
http://www.saison-
club.com/contents/cafe.htm
l

多目的ホール貸切可

19 ニセコ町 eff eff 048-1511
虻田郡ニセコ町ニセコ483-
1

0136-58-3162 １１：００～１５：００ 火曜日 焼きソーセージ
天気の良い日はテラスで食事
（テラスのみペット同伴可）

６３０円～
１，０５０円

無 有
http://www9.ocn.ne.jp/~efe
f/

20 ニセコ町 Café grove 048-1522
虻田郡ニセコ町字曽我551-
1

0136-54-2525
夏１１：３０～２１：００
冬１６：００～２３：００
（土・日　11:30～23:00）

水曜日 串揚げ盛り合わせ
木そのままの形のテーブル
他、自然を感じられる店内

８５０円～
１，０００円

無 有 http://cafe-grove.com/ 無線ＬＡＮ対応

21 ニセコ町 革と珈琲fanfun 048-1522
虻田郡ニセコ町字曽我256-
3

050-7551-2688
１０：００～１７：００
（７～８月　09:00～18:00）

火曜日
（７，８月
は無休）

本格派コーヒー
羊蹄山を眺めながらゆったり
としたひとときを

３８０円 無 有
http://www17.plala.or.jp/f
an-fun/

革工芸体験有り

22 ニセコ町 ミルク工房 048-1522
虻田郡ニセコ町字曽我888-
1

0136-44-3734 １０：００～１８：００ 年末年始
米粉を使った柔らかなロー
ルケーキとミルクーヘン

可愛らしい平屋建てのカフェ
でミルクのスイーツを堪能

１５０円～
１，０００円

無 有
http://www.milk-
kobo.com/index.html

23 ニセコ町
ペンション＆レストラ
ン　ＹＯＵＹＯＵ

048-1522
虻田郡ニセコ町字曽我370-
4

0136-44-3302 １１：００～２１：００
火曜日
（７～１０
月は無休）

十勝産蝦夷鹿のロースト
ビーフシチュー

ビーフシチューなどの煮込み
系に定評有り

８５０円～
３，０００円

無 有
http://www15.ocn.ne.jp/~yo
uyou2/index.html

ディナーは予約制

24 ニセコ町 hourglass 048-1522 虻田郡ニセコ町曽我888-3 0136-43-2180
１２：００～１４：３０
（レストランはゴールデンウィークから営
業）

火曜日 特製ピザとカレー
自家栽培野菜を使ったカレー
が人気です

８００円～
１，３００円

１６人 無 有 http://www.tom-z.net/
宿泊者にはカレーの割引有
り

25 ニセコ町 ニセコロフト倶楽部 048-1522 虻田郡ニセコ町曽我397-5 0136-44-2883
１１：００～１４：３０
１７：３０～２１：００
（冬季期間は夜のみ営業）

無休 ジンギスカンと焼き肉
木で統一された店内は隠れ家
の雰囲気を味わえます

１，８９０円～ 有 有
http://www15.plala.or.jp/L
OFT-CLUB/

土日は要予約

26 ニセコ町 麺ダイニングＳＯＧＡ 048-1522 虻田郡ニセコ町字曽我51-5 0136-43-2205 １１：３０～２１：００ 二世胡ラーメン
羊蹄山麓の野菜と北海道の海
の幸を堪能

８４０円～
２，４００円

９６人 無 有 http://northvision.co.jp/ 団体利用可能

27 ニセコ町
カフェテラス楓（ふ
う）

048-1511
虻田郡ニセコ町ニセコ431-
1

0136-59-2600
１１：００～１６：００
（11月～4月　予約制のランチ・ディナーの
み）

月曜日
火曜日

自家製フォンドボーのハヤ
シライス

白い壁と観葉植物がお洒落な
店内

６００円～
１，５００円

無 有 http://www.nisekoan.jp/
ランチ・ディナーコースは
前日１５時まで予約

28 ニセコ町
ブラックダイアモンド
ロッジ

048-1500 ニセコ町字東山２４ー３ 0136-44-1144
１２：００～２１：００（冬期１６:００～２
４：００）

不定休 スープカレー
アメリカ人が作るメキシカン
が 高

１，２００円 有 http://www.bdlodge.com/ 洋食レストラン

29 ニセコ町 ニセコ遊ｙｏｕパーク 048-1522 ニセコ町字曽我８８５ー３ 0136-44-1888
９：００～１８：００（冬期１０：００～１
７：００）

水曜
（夏期は無
休）

ブレッツェル・ソーセージ
のセット

森の動物たちが乗ったオル
ゴール等も販売

有 http://www.niseko.in/ 軽食

30 ニセコ町 こむぎ野 048-1522 ニセコ町字曽我８８８ 0136-44-1335
１１：００～１６：００
（４月～１１月の営業）

土・日・
月・火

ニセコ高原ランチ
自然にやさしい、心にやさし
い、おさいふにやさしい

６００円 １６人 全席禁煙 有
http://www1.ocn.ne.jp/~kom
ugino/

洋食レストラン

31 ニセコ町 ロッヂ　TEN 048-1522 ニセコ町字曽我８３０ー６ 0136-44-2910 １１：００～１５：００ 月・火・水 ラーメン、丼物 ラーメンがとってもおいしい 有
http://www8.plala.or.jp/lo
dge-ten/

ラーメン

32 ニセコ町 唐火七 048-1511
ニセコ町字ニセコ４３１ー
４

0136-50-2850
１１：３０～１５：００　１８：００～２
４：００（冬期１７:３０～２４:００）

木曜 マグロと山芋のごま風味 送迎サービス有り 夜3，000円 ２５人 無 居酒屋
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33 ニセコ町 そば処　楽一 048-1511 ニセコ町字ニセコ４３１ 0136-58-3170
１１：００～１５：００
１７：００～（要予約）

木曜 生粉打ちセイロ
その日の量だけ石臼で挽くこ
だわりよう

１，３００円 無 そば

34 ニセコ町 飲み食い処　プラス１ 048-1511
ニセコ町字ニセコ４３１ー
１

0136-58-3568
１１：３０～１４：００、１７：００～２
１：００

無休 みそラーメン 無 ラーメン

35 ニセコ町
レストラン＆ペンショ
ン　ビスターレ・カナ

048-1511
ニセコ町字ニセコ４３１ー
１

0136-58-3330
１１：３０～１５：００（土日祝と７/２３～
８/３１、１１：３０～２０：００）

不定休 ネパールカレー
バラエティに富んだポテト料
理で、ニセコ産ジャガイモの
おいしさを堪能しましょう

１，５８０円 ２６人 全館禁煙 有
http://www10.plala.or.jp/b
istare/

洋食レストラン

36 ニセコ町
トラットリア　ラ　マ
ルミッタ

048-1511
二セコ町字二セコ４５５ー
３

0136-54-2626
冬季期間は毎日営業
夏季期間は週末のみ営業

夏季
月～金

ニセコモイワリゾートタワー
ズ「ウェスト棟」１０階から
の眺望はとても素晴らしい

無 洋食レストラン

37 ニセコ町
トールペイント工房＆
カフェ　メープル

048-1522
ニセコ町字曽我４７６ー２
０

0136-44-3820 １１：３０～１７：００ 木曜日 チリビーンズ、カプチーノ
自家栽培、無農薬、ニセコ野
菜

１，２００円 有
http://www.niseko-
maple.com/

喫茶

38 ニセコ町 花キャベツ 048-1522 ニセコ町字曽我 090-1521-9143
１１：００～１５：００
（６月～９月の期間営業）

不定休
サンドウィッチ、焼きソー
セージ

軽食

39 ニセコ町 リバーフォレスト 048-1522 ニセコ町字曽我 0136-43-2500 １０：００～２３：００ 日曜の夜 タコス、 無 洋食レストラン

40 ニセコ町 中華　再来軒 048-1522
ニセコ町字曽我４７６ー１
４

0136-43-2345
１１：００～１５：００、１７：００～２
０：００

木曜
餃子、タンメン、レバニラ
炒め

自慢の餃子は皮に張りがあり
ジューシー、どの料理もしつ
こくなくさっぱりしている

７００円 ２０人 無 中華レストラン

41 ニセコ町 セゾンクラブ 048-1522 ニセコ町字曽我３５５ー２ 0136-44-3380
１１：３０～１４：００（ＬＵＮＣＨ）
１７：００～２１：００（ＤＩＮＮＥＲ）

無休
冬（しゃぶしゃぶ、すき焼
き）
夏（炭火ＢＢＱ）

近隣産の肉や魚、野菜をふん
だんに使った料理

３,０００円 ４０人 有
http://www.saison-
club.com/

洋食レストラン
予約必要

42 ニセコ町 お好み焼き　じゅう 048-1522 ニセコ町字曽我２６３ 0136-44-2336
１２：００～２２：００（冬期１６：３０～
２２：００　※土日祝１２：００～２２：０
０）

水曜、第三
火曜

ミックス
道産の山イモや昆布、ニセコ
の甘露水など厳選食材を使用

１，０００円 ３０人 無 お好み焼き

43 ニセコ町 ラム工房 048-1522 ニセコ町字曽我 0136-44-1331 １０：００～１７：００ 月、火曜 喫茶

44 ニセコ町 拉麺酒房　古壷 048-1512 ニセコ町字富士見１ー２ 0136-44-2810
１１：３０～１５：００、１７：３０～２
２：００（土日１１：３０～２２：００、月
曜１１：３０～１５：００）

火曜 とんこつ塩 まろやかなあっさり味 ７００円 有
http://www.yuugen.com/kocy
uu.htm

ラーメン

45 ニセコ町 御食事処　ライズ 048-1501 ニセコ町字富士見６５ 0136-44-3561
１１：３０～１４：００
１７：００～２１：３０

日曜 レバニラ定食
トリノオリンピック　アルペ
ンスキーの代表選手、吉岡大
輔さんの実家です

８５０円 無 和食レストラン

46 ニセコ町 焼肉店　春香園 048-1502 ニセコ町字本通１０４ー１ 0136-44-2089 １７：００～２４：００ 月曜 カルビ、ビビンバ １，０００円～ 無 焼肉・焼き鳥

47 ニセコ町 スナック　青い鳥 048-1502 ニセコ町字本通１６ 0136-44-2811 １９：００～１：００ 日曜 無 スナックバー

48 ニセコ町 スナック　アイ 048-1502 ニセコ町字本通７７ 0136-44-2805 １９：００～２：００ 不定休 無 スナックバー

49 ニセコ町 居酒屋　次郎長 048-1502 ニセコ町字本通８３ 0136-44-2521 １８：００～２４：００ 日曜 無 居酒屋

50 ニセコ町 スナック　いいとも 048-1502 ニセコ町字本通９３ー２ 0136-44-1560 １９：００～２４：００ 日曜 無 スナックバー

51 ニセコ町 スナック　一力 048-1502 ニセコ町字本通９５ 0136-44-2273 １９：００～２４：００ 日曜 無 スナックバー

52 ニセコ町
もつ鍋・焼き鳥　うた
り

048-1502 ニセコ町字本通９７ 0136-44-2048 １８：００～２３：００ 日曜 もつ鍋、焼き鳥（本） 無 焼肉・焼き鳥
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53 ニセコ町 居酒屋　松 048-1501 ニセコ町字富士見４５ 0136-44-3656 １８：００～２４：００ 日曜、祝日 無 居酒屋

54 ニセコ町 スナック　ルピナス 048-1501 ニセコ町字富士見６５ 0136-44-3569 １９：００～２４：００ 日曜 無 スナックバー

55 ニセコ町 ニセコ麦酒店　Tanto 048-1502 ニセコ町字本通６７－１ 0136-44-1676 １８：００～２３：００ 日、月曜日 ニセコビール（生） 無 スナックバー

56 ニセコ町 ごまそば処　五陣屋 048-1544 ニセコ町字元町７４ 0136-44-3504
１１：００～１５：００、１７：００～２
０：００

不定休 天ざる、そばセット 無 そば

57 ニセコ町
中華レストラン　広州
屋台

048-1544 ニセコ町字元町７７ー１６ 0136-43-2756
１１：３０～１４：００（土日祝１１：００
～１４：００、１７：００～２０：００）

水曜、第3木
曜

パイコー麺 大盛りを頼む時は覚悟の上で ８００円～ ２８人 禁煙 無 中華レストラン

58 ニセコ町
Coffee＆Lunch　テラッ
ツオ

048-1544 ニセコ町字元町７７ー１６ 0136-44-2771 ９：００～２０：００ 不定休
テラッツオカレー、海鮮
スープカレー

無 喫茶

59 ニセコ町 開花亭 048-1544 ニセコ町字元町７９ー６６ 0136-44-1550 １１：３０～２０：００ 不定休 無 和食レストラン

60 ニセコ町 そば処　おおはし 048-1544 ニセコ町字元町７９ー４５ 0136-44-1372 １０：００～１７：００ 無休 山菜そば、２色そば 無 そば

61 ニセコ町 室蘭やきとり 048-1544 ニセコ町字元町 080-5590-9925 １０：００～１６：００ （冬期） 室蘭やきとり 無 焼肉・焼き鳥

62 ニセコ町
手打ちそば　ようてい
庵

048-1544 ニセコ町字元町３９５ 0136-44-1237 １０：５５～１６：０５
火曜（冬期
月、火曜）

かきあげそば
オホーツク産そば粉を使った
手打ち麺

８６０円 有
http://www.h5.dion.ne.jp/~
youteian/

そば

63 ニセコ町
ニセコしろくまコテー
ジ

048-1551 ニセコ町字里見８２ー４ 0136-44-3368
１１：００～１４：００
夜１８：００～２２：００（要予約）

水、木曜日 森の中にある大人の隠れ家 有
http://www.kaitakudan.com/
cotageguide.html

喫茶

64 ニセコ町 ＣＡＦＥ　ＨＵＳ 048-1554 ニセコ町字富川１２ー２５ 0136-44-2544 １１：３０～１９：００ 火、水曜日
『これでもか!!』というボ
リューム

無 和食レストラン

65 ニセコ町 ごはん屋　とおのつき 048-1551 ニセコ町字里見１４４－４ 0136-44-3565 １１：３０～１５：００
月、火、水
曜日

手作り定食 禁煙 無 和食レストラン

66 ニセコ町
奥土農園　石窯パン工
房

048-1542 ニセコ町字近藤４２１ 0136-44-1095 １０：００～１８：００ 不定休 石窯パン、石窯バーガー 有
http://www.okutsuchi-
farm.com/index.html

軽食

67 ニセコ町
レストラン・シェーン
ベルク

048-1542
ニセコ町字近藤７４１ー１
７４

0136-44-3756
　９：００～１６：００（夏）
１１：００～１５：００（冬）

木曜 ソーセージセット
当日朝に作ったソーセージが
なくなり次第、閉店

１，２００円～ ５５人 有
http://www003.upp.so-
net.ne.jp/capverses/schonb
erg/top.htm

洋食レストラン

68 真狩村 マッカリーナ 048-1615 虻田郡真狩村字緑岡172-3 0136-48-2100
ランチ　１１：３０～１４：００
ディナー１７：３０～２１：００
木曜日　１７：３０～２１：００

毎週水曜日
冬期月火水

季節ごとの本格フレンチ
季節ごとの野菜を使用したﾌﾚ
ﾝﾁﾒﾆｭｰが高い評価

昼：３,１５０
円～
夜：７,３５０
円～

６２人 無し 喫煙 有 www.maccarina.co.jp

69 留寿都村
お食事処
「道の駅230ルスツ」

048-1731
虻田郡留寿都村字留寿都
127

0136-47-3222
０９：００～１８：００（４～１１月）
０９：００～１７：００（１２～３月）

無休
ロースかつ定食、長いもコ
ロッケ定食

地元産の野菜、豚肉をふんだ
んに使ったメニューが

１,０００円～ ５０人 なし 全面禁煙 無

70 喜茂別町 お食事処「陽だまり」 044-0215
虻田郡喜茂別町字相川89-
29

0136-33-3063
直売・お菓子８：００～１７：００
（但し、食事は１０：３０～１７：００）

無（但し、
お食事は毎
週月曜日）

鴨鍋（１人前当り８００円
要予約：３名様から）

早い、安い、うまい。喜茂別
町民公園内にあり。町民パー
クゴルフ場併設。地元クレー
ドルの製品特値にて販売。地
元手作り商品・昔風菓子
（クレードルのトマトジュー
ス30缶入一箱1,800円）

３０人、駐車
場１００台収
容

無（小上が
り有）

きもべつタウンナビ掲載

お子様連れＯＫ、特産品直
売・お菓子売店ありのパー
クゴルフ場受付とレストラ
ン完備の売店です。

71 喜茂別町
ピザレストランFukurou
の森

044-0215 虻田郡喜茂別町字相川76-2 0136-33-2960
夏季１１：００～２０：００
冬季１１：００～１８：００

火曜日
自家製スモークベーコン＆
カチョカバロチーズピザ
1,800円

手作りの石釜で焼く、自家製
PIZZAです！

１,０００円～
駐車場１５台
収容

有（要問合
せ）

有
http://www.fukurounomori.n
et/index2.html

外観は８角形のログハウス
風で、夏場はオープンデッ
キでの食事が楽しめる。ミ
ニコンサートも開かれるな
ど小イベントも催される。
オーナーは今後体験メ
ニューを増やしていきたい
と話している。
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72 喜茂別町 ポテトin PaPa 044-0215 虻田郡喜茂別町字尻別 0136-33-3087 １１：００～２０：００

月曜日・火
曜日のどち
らか（要確
認）

ジャガイモのラクレット
チーズ　1,400円

北欧の家庭料理を元一流ホテ
ルのシェフが作る喜茂別でし
か味わうことのできない味。
ジャガイモ・チーズ・ミルク
のコラボレーションは絶品。
乳製品以外の食事も有。

１,０００円～
駐車場約２０
台収容

無 きもべつタウンナビ掲載

73 喜茂別町 ジンギスカン　三幸 044-0201
虻田郡喜茂別町字喜茂別
297

0136-33-2323 １７：００～２３：００ 毎週月曜日 ジンギスカン1人前650円
秘伝のたれで漬け込んだマト
ン肉がやわらかくとても
ジューシー！

１,５００円～ ３０人
無（小上が
り二席、二
階席有）

喫煙可 きもべつタウンナビ掲載
子供からお年寄り、家族連
れでも楽しめる昔ながらの
ジンギスカンが格別！

74 喜茂別町 手打ちそば　もも木 044-0201
虻田郡喜茂別町字喜茂別
359-4

0136-33-2726 １１：００～２０：００ 毎週火曜日 かき揚げ天そば940円

ニセコ羊蹄コロッケ街道加盟
店で「ニセコ羊蹄コロッケ定
食手打ちそば付」は980円。
喜茂別産男爵いもを使ったコ
ロッケは、コーンの甘みとト
マトジュースの酸味を生かし
た２種類の違う味が楽しめ
る。ホワイトアスパラガスを
使用したピクルスが入ったタ
ルタルソースと手打ちそば付
が自慢。

１,０００円～
４０人、駐車
場７台収容

個室可、小
上がり有、
二階有

喫煙可 有
http://www26.tok2.com/home
/nisekoyoutei/E3.htm

お子様連れＯＫ

75 喜茂別町
ソーセージ・ピッ
ツァ・喫茶
手造りの家　亜木人

044-0202 虻田郡喜茂別町字栄53-3 0136-33-2166 １１：００～１９：００ 毎週木曜日

手造りソーセージ1本400
円、ソーセージ１本＋くん
製卵＋パンorライスセット
550円

ポイントは無添加手練りソー
セージ。ソーセージは平田牧
場の三元豚を原料にして、添
加物を一切使わず、一本一本
手作業で作っています。

４００円～
２０人弱、駐
車場有

個室無、
テーブル
席、カウン
ター席

喫煙可 きもべつタウンナビ掲載
コーヒー380円、
ピッツァ（24㎝）990円

76 喜茂別町
自家焙煎コーヒー・
ジャガイモのパン・酵
母パン　ソーケシュ

044-0461
虻田郡喜茂別町字中里185
－1

0136－33－6671 １１：００～１８：００
毎週火曜
日、水曜日

ソーケシュコース1,050円

店内に入ったとたんオーナー
夫妻の和やかな癒しの雰囲気
に浸れ、ゆったいりしたゆっ
た手造りにこだわった家庭料
理が楽しめる。四季折々の山
菜が定食に添えられている。
サラダ・自家製パンなどの
ジャガイモ創作料理はおすす
め。他、コーヒーは自家焙煎
にこだわっており深みのある
ソーケシュブレンドもコー
ヒー好きの方におすすめ。

１,０００円～
２０人弱、駐
車場３０台収
容

個室無、小
上がり有

喫煙可 きもべつタウンナビ掲載

お菓子・小売・コーヒー豆
等手造りの小物販売してい
る。自家焙煎コーヒー豆
100ｇ420円

77 喜茂別町
洋食　ビストロ・ル・
フォワイエ

044-0224
虻田郡喜茂別町字知来別
40-1

0136-33-2800
ランチ１１：３０～１４：００、ディナー１
７：３０～２０：３０（ディナーは要予約）

毎週月曜日 ランチセット2,300円
羊蹄山、喜茂別川のビューポ
イントでフレンチを。

２，０００円～
３０人、駐車
場１０台収容

個室可 禁煙 きもべつタウンナビ掲載

78 喜茂別町
ドライブイン
ようていドライブイン

044-0215 虻田郡喜茂別町字相川84 0136-33-2019 １０：００～２０：００ 不定休
ジンギスカン定食980円、
味噌ラーメン650円

手軽な気分で立ち寄れるドラ
イブイン。家族連れでもＯ
Ｋ。リーズナブルでボリュー
ム満点の各種定食がおすす
め。癒しの空間に。

７００円～
４０人弱、駐
車場３０台収
容

小上がりは
要確認

喫煙可 きもべつタウンナビ掲載

79 喜茂別町 牧場タカラ 044-0461 虻田郡喜茂別町字中里1 0136-31-3930 １０：００～１６：００ 毎週水曜日

①放牧牛乳「幸せな牛のミ
ルク」180ml.180円、
②放牧チーズ「タカラのレ
タラ」90ｇ250円、
「タカラの青草カチョカバ
ロ」100ｇ当り380円、
③放牧ソフトクリーム250
円（6月～9月の土日のみ販
売。夏季限定）

のどかな牧場風景。天気のよ
い日は双子の羊蹄が一望で
き、子牛と触れ合える。牧場
隣接のシーニックビューポイ
ントパークでは間近に牛が眺
められ疲れた体が癒される。
家族連れ可。芝生の上で食べ
るソフトクリームは格別。

１８０円～ 駐車場有 無 禁煙 きもべつタウンナビ掲載
基本的に立寄客優先。団体
客は受入無。（要問合せ）

80 喜茂別町

手作りみそ
喜茂別特産品加工グ
ループ「きらめき工
房」

044-0201
虻田郡喜茂別町字喜茂別
259-32

押切佳子代表
0136-33-6170

購入希望の方は押切佳子代表までご連絡くだ
さい。

－
きらめきみそ（4kg.）600
円

地元のお母さん達の手作り商
品

６００円 無 無 ー きもべつタウンナビ掲載 基本的に要問合せ

81 喜茂別町
直売　久保田農産直売
所

044-0214 虻田郡喜茂別町字尻別 0136-46-3076 ５月～１０月　８：００～１８：００
期間中
定休日無

アスパラガス（5月～6
月）、スィートコーン（7
月～9月）、メロン（7月～
9月）、じゃがいも（8月
～）

朝もぎスィートコーンありま
す。

１,０００円～ 駐車場有 無 ー きもべつタウンナビ掲載
農家の店主ですので、自分
の畑or町内、管内の食材が
安心してお求めできます。

82 喜茂別町 直売　伏見青果直売所 044-0221
虻田郡喜茂別町字伏見325-
1

0136-33-2168
４月末～１１月上旬まで毎日営業（時間要確
認）　　その他の期間は、事務所・自宅にて
芋販売

期間中
定休日無

同　上
自家で採れた減農薬野菜。野
菜の100円コーナーも大評
判。

１,０００円～
駐車場有（大
型駐車可）

無 ー きもべつタウンナビ掲載
農家の店主ですので、自分
の畑or町内、管内の食材が
安心してお求めできます。

83 喜茂別町 直売　西村農園 044-0221 虻田郡喜茂別町字伏見 0136-33-2553
５月～８月　　８：００～１９：００
９月～１０月　８：００～１７：３０

期間中
定休日無

同　上
アスパラガス、メロン、
スィートコーン、大根、じゃ
がいも、かぼちゃ、トマト

１,０００円～
駐車場１５台
収容

無 ー きもべつタウンナビ掲載

84 喜茂別町
お菓子
手造りの店藤田菓子舗

044-0201
虻田郡喜茂別町字喜茂別
243

0136-33-2512 ８：３０～１９：００
アスパラの里（10個入）
1,155円、いも丸くん1個95
円、大福110円

手造りのお菓子 １００円～
駐車場３台収
容

無 ー きもべつタウンナビ掲載 大福は要問合せ

85 喜茂別町
お菓子
伊藤菓子店

044-0201
虻田郡喜茂別町字喜茂別
218

0136-33-2540
３月～１１月　８：００～１９：００
１２月～２月　９：００～１８：００

100円ケーキ。和菓子生あ
ん自家製。和菓子60円

伝統の味・手作りの店。創業
明治38年より。十勝小豆
100％

１００円～ 駐車場無 無 ー きもべつタウンナビ掲載

5 ページ



後志管内観光資源一覧表（食）

番号 市町村名 施設名 郵便番号 所在地 電　話 営業時間 休業日 おすすめメニュー ＰＲポイント 平均予算 収容人数 個室 禁煙・喫煙 備考HP

86 倶知安町 鮨の青葉 044-0053 倶知安町北３条西１丁目 0136-22-2447 １７：００～２４：００ 寿司セット
ほんまもんの職人が握るほん
まもんの寿しの味をお楽しみ
下さい

寿司セット１，
１００～

無 すし

87 倶知安町 寿司・天麩羅　味香 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-22-0064 １７：００～ＡＭ０１：００ ジャンボかき揚げ
具沢山でボリューム満点の
ジャンボかき揚げや脂ののっ
たバッテラがおすすめ

ジャンボかき揚
げ１，０００円

無 すし

88 倶知安町 梅寿し 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-23-2421 １１：３０～２１：３０ 特上生寿し

先代からの秘伝のタレをとろ
～りと生寿しにかけて召しあ
がるとムラサキいらず、マグ
ロ丼もあっという間にズケ丼
に。タレ付きの生チラシも一
度召し上がってみて下さい。

特上生寿司１，
８００円

無 すし

89 倶知安町 くっ亭 044-0004 倶知安町北４条東３丁目 0136-23-0502
１２：００～１４：００
１７：００～２３：００
（日曜～２２：００）

月曜日 若どり半身揚げ

日本海の新鮮なネタを使った
お寿司を始め、天ぷらや若ど
り半身揚げなど、各種一品料
理をとりそろえ、気軽に立ち
寄れるお店をめざし、心より
お客様のご来店をお待ちして
おります。

寿司定食１，５
００円

無 すし

90 倶知安町 すし居酒屋さかもと 044-0051 倶知安町北１条西１丁目 0136-22-0556 １７：３０～２３：００ 火曜日 生太巻き
美味い肴、旨い酒と共に快適
な安らぎ空間を演出。

８００円～ 無 有 すし、居酒屋

91 倶知安町 すし将軍 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-23-2898 １７：００～２３：００ 寿し
倶知安の旅のおもてなしは羊
蹄山とすし将軍の寿しで。ご
来店お待ちしております。

１，０００円 無 すし

92 倶知安町 たる鮨 044-0051 倶知安町北１条西１丁目 0136-22-3734 １７：３０～ＡＭ００：３０ 生太巻き

特製ウニ入りだし巻きタマゴ
と魚貝類の入った生太巻、あ
ぶらののったサバの押しずし
ふんわりとした穴子などがお
すすめ。

１，０００円 無 すし

93 倶知安町 千春鮨 044-0051 倶知安町北１条西１丁目 0136-22-5477 １６：００～２４：００ アワビのバター焼き

岩内産の魚貝類を中心に直接
漁師などから仕入れをしてい
ます。自家製の塩辛（アワ
ビ・エビ）の他アンキモ、馬
刺などの珍味もございます。

１，０００円 無 すし

94 倶知安町 寿しの天和 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-22-3111 １７：３０～２３：００ 日曜日 ルスツ産豚シャブ

こだわりの銘酒を取り揃えて
おりうまいものはお鍋にて。
大エビフライは開店以来の人
気メニュー。

豚シャブ１，５
００円

無 すし

95 倶知安町 日本橋 044-0053 倶知安町北３条西２丁目 0136-22-2717
１１：３０～１３：３０
１６：００～２１：００

生ちらし

本マグロ、活平目、アワビ等
新鮮な魚にこだわり使用して
います。米も 高級のものを
使用し自家製のタマゴ焼は自
然卵を使っています。

生チラシ１，５
００円

有 すし

96 倶知安町 鮨処　藤 044-0004 倶知安町北４条東１丁目 0136-23-2537 １１：３０～２１：００ 水曜日 寿司ランチ
当店自慢の寿司ランチを是非
お召し上がりください。

１，０００円 無 すし

97 倶知安町 回転寿司　羊蹄丸 044-0022 倶知安町南８条東１丁目 0136-22-4101 １１：００～２１：００ 炙りサーモン

「新鮮・旨い・安い」をモッ
トーに年中無休で営業中。ネ
タと同様粋のいいスタッフで
ご来店お待ちしております。

無 すし

98 倶知安町 味の時計台倶知安店 044-0045 倶知安町南１１条西１丁目 0136-23-2423 １１：００～２３：００ 特製ラーメン
コクのある甘めの味噌ラーメ
ンがおすすめ。

８００円～ 無 ラーメン

99 倶知安町 ごまそば処　うさぎ家 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-23-1641 １１：３０～２０：３０ 木曜日 そば
毎朝打つ蕎麦とコクのある鰹
だしの効いたつゆが評判。

８００円～ 無 そば

100 倶知安町 大盛屋 044-0004 倶知安町北４条東１丁目 0136-22-2355 １１：００～２０：００ 火曜日 天ぷらそばセット

そば定食がおすすめ。冷やし
たぬき・天ザル・とろろそ
ば・ナットウそば等季節にあ
わせいろいろ取り揃えており
ます。

天ぷらそばセッ
ト１，１６０円

無 そば

101 倶知安町 おやじらーめん 044-0054 倶知安町北４条西１丁目 0136-22-5665 １１：００～２０：００ 日曜日 おやじラーメン

コクが深い中にもスッキリと
した味はお年寄りからお子様
まで、きっと満足いただけま
す。

８００円～ 無 ラーメン

102 倶知安町 中国料理　華翔 044-0003 倶知安町北３条東４丁目 0136-22-1833
１１：００～１４：００
１７：００～２０：００

火曜日 五目ラーメン
具だくさんのあんかけラーメ
ン「五目ラーメン」がおすす
め。

８００円～ 無 レストラン
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103 倶知安町 キッチン・キタ 044-0004 倶知安町北４条東１丁目 0136-23-1033
１０：３０～１４：００
１７：３０～２１：３０

土曜日 ハンバーグ

パスタはオーダーが入ってか
らゆであげ！人気のビーフ
100％のハンバーグは､デミグ
ラスまたは和風ソースでどう
ぞ｡70年代のフォーク、ロッ
クのレコードもかけてます。
夜はグラスワインとピッツア
で。

１，０００円 レストラン

104 倶知安町 お食事Bar　きむら 044-0001 倶知安町北１条東１丁目 0136-22-1026
１１：００～１５：００
１７：００～２１：００
（土：１１：００～１４：００）

日曜日 かつ丼

昼は50種類を数える充実の食
事メニューが｡夜はカクテル
やオリジナルの一品料理も…
と｡さまざまに楽しめるお店
です。木や石を生かした温か
い雰囲気の店内に特注した家
具に囲まれ｢料理だけでなく
雰囲気も楽しんでいただきた
く思います。

８３０円 無 レストラン

105 倶知安町 中華レストラン起龍 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-22-1593 １１：００～２０：００ 広東めん

昔も今もこれからも味が一
番。日々研究と努力。人気メ
ニューは広東麺・みそ五目
麺・麻婆麺・あんかけ焼ソ
バ・古老肉(スブタ)。

７００円 無 レストラン

106 倶知安町
レストランクロワッサ
ン

044-0033 倶知安町南３条西２丁目 0136-22-1158 ７：３０～２２：００ 豪雪うどん

ホテル内にあるレストランと
してお客様に満足いただける
様に日替わりランチをはじめ
和洋中のメニューをご用意し
ております。特に豪雪うどん
を売り物にしており週末にな
ると各地からご来店のお客様
でいっぱいになります。午後
５時半からは居酒屋メニュー
です。

７００円 無 有
http://www.d1.dion.ne.jp/~
hdaiichi/

レストラン

107 倶知安町 中國厨房　広華 044-0054 倶知安町北４条西２丁目 0136-22-0207
１１：００～１４：００
１８：００～２０：４５

月曜日 海鮮ラーメン

皆様に何度も足を運んで頂け
るように２ヶ月に１度ディ
ナーメニューを変更していま
す。宴会会食は予算に応じて
創作料理も行っていますので
ご遠慮なくお問い合わせくだ
さい。皆様のご来店をお待ち
してます。

８００円～ 無 レストラン

108 倶知安町 手打ちそば処　米米 044-0011 倶知安町南１条東１丁目 0136-22-1588
１１：００～１５：００
１９：００～２３：００

１０割そば
昼の営業自慢の羊蹄山麓玄そ
ば自家製粉です。

６００円 無 そば

109 倶知安町 さんぱち倶知安店 044-0042 倶知安町南８条西１丁目 0136-22-2238 １１：００～２４：００ 羊蹄山野菜ラーメン

｢おなかも　こころも　あっ
たか満足｣をテーマに札幌生
まれの「さんぱち」が倶知安
へやって来ました。「羊蹄山
野菜盛ラーメン」他メニュー
も豊富です。御来店をお待ち
しております。

６００円 無 ラーメン

110 倶知安町
ファミリー中華レスト
ラン　シェイシェイ

044-0076 倶知安町字高砂９１－１２ 0136-23-2336
１１：００～１４：００
１７：００～２０：００

木曜日 坦々麺

本格的なチャイニーズを、ボ
リューム満点でリーズナブル
に提供、スタイリッシュな店
内には、テーブル席やボック
ス席、小上りも充実。担々麺
800円などその他45品､お一人
様2500円コースなど御用意し
てます。

７００円 無 レストラン

111 倶知安町
農家の洋食屋　じゃが
太

044-0075 倶知安町字富士見 0136-23-1120 １１：００～１６：００ 木曜日 コロッケセット

オーナーは農家。自家栽培の
野菜をふんだんに用いた洋食
屋。おすすめメニューは雪室
貯蔵で糖度の増したじゃがい
もを使った｢じゃがたコロッ
ケ｣ハヤシライス、オムレツ
等、畑の愛情と懐かしい味を
どうぞ召し上がれ。

７００円 無 有
http://www.youteizan.com/h
tml/j/hello.htm

レストラン

112 倶知安町 食工房　旬彩 044-0051 倶知安町北１条西３丁目 0136-23-1882 １１：００～２１：００ 日曜日 ランチセット

春の山菜・夏野菜・秋のきの
こなど、旬の食材を生かした
創作料理。ランチは鹿肉ス
テーキ､旬の魚貝のシーフー
ド､ボリュームいっぱいのチ
キンステーキ、煮込みハン
バーグも人気メニュー。スー
プ・サラダ・漬物で\1,000－

１，０００円 無 レストラン
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113 倶知安町
コーヒーハウス　たん
ぽぽ

044-0076 倶知安町字高砂101-9 0136-22-4395 １１：００～２２：００ 月曜日 石焼カルビビビンバ

お食事は、健康志向メニュー
をとりいれ、グラタン・ドリ
アなどのホワイトソースは、
豆乳100％使用！ 店内には、
ちょっとした雑貨やたくさん
のボウシを販売中！みな様の
ご来店、心よりお待ちしてお
ります。

８００円～ 無 レストラン

114 倶知安町 珍味食堂 044-0051 倶知安町北１条西１丁目 0136-22-2368 １１：００～１９：００ 日曜日 味噌ラーメン

家庭的な雰囲気のお店で、
じっくり煮込んだスープが決
め手のラーメンと自慢の手づ
くりギョーザをぜひご賞味く
ださい。

７００円 無 ラーメン

115 倶知安町
ガーデンカフェ＆レス
トラン　手風琴

044-0077 倶知安町字比羅夫 0136-22-2181 １１：００～２１：００ 水曜日 昔風ラーメン

かれんな花が咲く野原のよう
な庭を眺めながら、ゆっくり
とした時を過ごしていただけ
れば幸と思います。手作りの
ケーキ、なつかしい味の昔風
ラーメン、家庭的なおもてな
しで、スタッフ一同お待ちし
ています。

７００円 無 レストラン

116 倶知安町
手打ちそばと民宿　な
かやま

044-0076 倶知安町字高砂222-7 0136-22-1388 １１：００～１９：００ 火曜日 大もりそば

イチ押は、幌加内産のそば粉
使用の「大もりそば」なんと
手打ちでは道内でも少ない
450ｇのボリュームです。又､
そばつゆも天然の昆布や鰹節
など化学調味料は使わず、自
然の味をどうぞ・・・

７００円 無 そば

117 倶知安町 そば処　ふく井 044-0003 倶知安町北３条東１１丁目 0136-22-5637 １１：００～２０：００ 水曜日 天ぷら丼セット

窓からの羊蹄山を眺めながら
ゆっくりとした時間をお過ご
し下さい。皆様のご来店お待
ちしております。

７００円 無 そば

118 倶知安町 満足食堂 044-0052 倶知安町北２条西１丁目 0136-23-2446 １７：００～ＡＭ１：００ オムライス

当店イチ押しメニューは「オ
ムライス」昔ながらの味が自
慢の店です。ボリューム満点
の定食。一品料理のザンギも
人気メニューです。

７００円 無 レストラン

119 倶知安町
名代きそば　かねまた
みまた

044-0051 倶知安町北１条西３丁目 0136-22-0152 １０：３０～１９：００ 水曜日 ざるそば

創業明治35年倶知安 古のそ
ば屋｡皆様に愛されて100年余
いつもお引立感謝いたし店員
一同皆様のご来店お待ちいた
しております｡夜間自動販売
のそばも大変好評です｡一度
御利用下さい｡

７００円 無 そば

120 倶知安町
名代の手打ちそば　籔
富

044-0051 倶知安町北１条西１丁目 0136-22-0537 １１：３０～売り切れ迄 火曜日 天ぷらそば

創業昭和32年、昔ながらの手
打ちそば(田舎そば)の店で
す。素朴な味をご堪能下さ
い。

７００円 無 そば

121 倶知安町 山小屋 044-0016 倶知安町南６条東１丁目 0136-22-0823 １１：００～２０：００ ジンギスカン

特製ジンギスカン、ホルモン
が人気です。道産生ロース使
用のとんかつ、セットメ
ニューが大変お得です。自家
製野菜と手作りの味を大切に
提供しております。ご予約頂
ければ民宿のメニューもお出
しします。

７００円 無 レストラン

122 倶知安町 そば処　やまもと 044-0001 倶知安町北１条東２丁目 0136-22-0327 １１：００～１９：３０ 日曜日 天ざる

手打ちそば・うどん、丼物、
ラーメン､定食等。お勧めメ
ニューは天ザル､天丼､鍋焼き
うどん｡貯まると割引になる
お得なポイントカード有り。

７００円 無 そば

123 倶知安町 農家のそば屋　羊蹄山 044-0075 倶知安町字富士見 0136-21-2308 １１：００～１５：３０ 水曜日 おろしそば

自家栽培のぼたん種蕎麦を、
店内の石臼にて少量ずつ挽い
た蕎麦と、姉妹都市であった
山川町産の鰹節を、羊蹄山の
湧水で仕上げただし汁との相
性は 高との評判。当店自慢
の十割そば、新メニューの水
そば、ぜひお試し下さいま
せ。

８００円 無 有
http://www.youteizan.com/h
tml/y/hello.htm

そば

124 倶知安町 ドライブインロッコー 044-0045 倶知安町南１１条西１丁目 0136-22-5958 １１：００～１４：００ 日曜日 ハンバーグセット

当店自慢は、なんといっても
メニューの多さ！ラーメン・
ソバ・ウドン･丼物・各定
食、と種類豊富にそろえてい
ます。また、当店でお食事さ
れた方には無料でコーヒーを
サービスさせていただきま
す。

７００円 無 レストラン

8 ページ



後志管内観光資源一覧表（食）

番号 市町村名 施設名 郵便番号 所在地 電　話 営業時間 休業日 おすすめメニュー ＰＲポイント 平均予算 収容人数 個室 禁煙・喫煙 備考HP

125 倶知安町 手打蕎麦　いちむら 044-0081 倶知安町字山田68-4 0136-23-0603
１１：００～１５：００
１８：００～２０：００
（夜は１/４～３月中要予約）

火曜日 天ぷらそば

蘭越産の蕎麦を石臼で製粉し
挽きたての粉を天然水で打っ
た蕎麦の味は格別。旬の素材
を使った天ぷらもお勧め。

１，０００円 ２８人 無 そば

126 倶知安町

ホテルニセコアルペン
内
・レストランスラロー
ム
・エーデルワイス
・食彩比羅夫

044-0081 倶知安町字山田204 0136-22-1105

スラローム（11:30～13:30、17:30～20:30）
エーデルワイス（11:00～15:00、18:00～
21:00）
食彩比羅夫（12:00～14:00、18:00～22:30）
（ﾗﾝﾁ12/15～4/6、ﾃﾞｨﾅｰ12/1～4/6の営業）

無休 ビュッフェ・天ぷらロール
ビュッフェに中華、本格鮮魚
までホテル内で幅広いお食事
をお楽しみください。

１，５００円
２００人
３６人
５４人

無 有
http://www.grand-
hirafu.jp/summer/hotels/al
pen/hirafu.html

レストラン

127 倶知安町
ホテルニセコスコット
内創作料理ひらふ～る

044-0081 倶知安町字山田204 0136-23-3306
１１：００～１４：３０
１７：００～２４：００

月曜日
おまかせコース料理・石焼
きジンギスカン

羊蹄山を一望する眺めのいい
レストランで創作料理と地酒
を楽しんでください。

１，５００円 ６４人 無 有
http://www.scot.jp/popolo/
frame.htm

レストラン

128 倶知安町
ニセコプリンスホテル
ひらふ亭グルメバイキ
ング

044-0081 倶知安町字山田 0136-23-2239 バイキング
旬の食材を使った多種のバイ
キングをお楽しみください。

１，５００円 無 有 http://hirafutei.info/

129 倶知安町
ホテルＪファースト内
レストラン四季

044-0081 倶知安町字山田 0136-22-2350
　７：００～９：００
１１：３０～１４：００
１７：００～２０：００

コースメニュー
自家農園で取れた野菜、厳選
された海産物などを楽しむ事
が出来る。

１，５００円 １８０人 無 有 http://www.j-first.com/ レストラン

130 倶知安町 レストラン〇（まる） 044-0081 倶知安町字山田132-14 0136-22-5020
１１：３０～１５：００
１７：００～２１：００

火曜日
（夏）
無休（冬）

豚天丼

ボリューム満点、しかもリー
ズナブルでリピーターが多
い。季節のオススメ居酒屋メ
ニューも豊富。

８００円 無 有
http://nisekomaru.web.fc2.
com/

レストラン

131 倶知安町 ステーキロッソロッソ 044-0081 倶知安町字山田167-61 0136-21-7100 １８：００～２３：００ 不定休 オーストラリア産ステーキ
アツアツ焼きたての厚切りス
テーキを品揃え豊富なワイン
と共に。

２，０００円 ３２人 無 有 http://www.rossorosso.net レストラン

132 倶知安町
ジョジョズカフェ＆
バー

044-0081 倶知安町字山田179-53 0136-23-2220 １１：００～２３：００ 無休 オリジナルバーガー

直径１３センチのオリジナル
バーガーを始め倶知安のいも
を使ったポテトニョッキ、ポ
テトフライも絶品。

８００円 １００人 無 有 http://www.nac-web.com/ レストラン

133 倶知安町 ワイルドビルズ 044-0081 倶知安町字山田189-8 0136-22-5652 １７：３０～ＡＭ０１：００ 無休 メキシカン料理
日本人の口にも良く合うメキ
シカンフードでお出迎え。

１，０００円 １２１人 無 有
http://www.wildbillsniseko
.com/

レストラン

134 倶知安町 グラウビュンデン 044-0081 倶知安町字山田132-26 0136-23-3371 １０：００～２０：００ 木曜日 サンドウィッチ各種

新鮮素材をたっぷり使った豊
富なサンドウィッチメニュー
と季節のフルーツを贅沢に
使った甘さ控えめなビッグな
ケーキの数々。

９００円 ３５人 無 有
http://www.graubunden.jp/c
gi-bin/upload/index.cgi

レストラン

135 倶知安町 カリー小屋 044-0081 倶知安町字山田74 0136-23-3688 １１：３０～１５：３０ 不定休 スープカレー各種

スープカレーの老舗。熱々の
スパイシー旨味スープに具も
たっぷり。限定ココナッツ風
味もある。

１，１００円 ２４人 無 有
http://www4.ocn.ne.jp/~nis
eko/curry.html

レストラン

136 倶知安町
スープカレーつばらつ
ばら

044-0081 倶知安町字山田72-1 0136-23-1116
１１：３０～１５：００
１８：００～２２：００

水曜日 スープカレー各種

北海道産の野菜や地鶏、山菜
を使っている。バリエーショ
ン豊富な自然の恵みをご堪能
ください。

９００円 １８人 無 有 http://tsubaratsubara.com/ レストラン

137 岩内町 北緯４３度 045-0003
岩内郡岩内町字万代４７－
９

0135-62-8343 １１：００～１５：００
第１，３月
曜日

焼き魚定食
「９種類のお魚」からお好き
なものを１つ選んでいただ
く、ご飯おかわり自由です。

８００円 ２０人 無 区別なし 無 和食レストラン

138 岩内町 ささや 045-0003
岩内郡岩内町字万代１８－
８

0135-62-2233 １０：３０～１８：００ 不定休 にしんそば
柔らかくて大きな身欠きにし
んは食べ応え十分です。

８００円 ２６人 無 区別なし 無 和食レストラン

139 岩内町 鮮魚料理こぶし 045-0003
岩内郡岩内町字万代１１－
７

0135-62-2339
１１：３０～１３：３０
１７：００～２２：００

日曜日 魚介類料理 季節の地物を使っています。 ３,０００円～ ５０人 有 区別なし 無 海鮮料理

140 岩内町 清寿司支店 045-0003 岩内郡岩内町万代１８－７ 0135-62-0982 １１：００～２２：３０ 不定休 お寿司
ご注文があれば「あわび料
理」作ります。

２，０００円～
１階　２４人
２階１００人

有 区別なし 無 すし

141 岩内町 清寿司本店 045-0003
岩内郡岩内町万代１４－１
５

0135-62-1498 １１：００～２２：３０ 不定休 お寿司 新鮮なお刺身もお勧めです。 ２，０００円～
１階　４０人
２階　７０人

有 区別なし 無 すし

142 岩内町 誠寿司 045-0003 岩内郡岩内町万代１０－９ 0135-62-8721 １１：００～２２：００ 不定休 お寿司 大きなネタが自慢です。 ２，０００円～
１階　１５人
２階　３０人

有 区別なし 無 すし

143 岩内町 幸寿司 045-0003 岩内郡岩内町万代２７－２ 0135-62-1433 １１：００～２３：００ 不定休 お寿司 新鮮なネタが自慢です。 ２，０００円～
１階　２６人
２階　４０人

有 区別なし 無 すし

144 積丹町 冨久寿し 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2073 １１：００～２１：００ 無休 生寿し、ウニ丼 無 すし

145 積丹町 ふじ鮨本店 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2016 １１：００～２１：００ 無休 旬の握り、生うにちらし ２００人 有 http://www.fujizushi.co.jp すし

146 積丹町 食事処　純の店 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－3229 １１：００～２０：００ 月曜日 ウニ丼、天ぷら 無 和食レストラン
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後志管内観光資源一覧表（食）

番号 市町村名 施設名 郵便番号 所在地 電　話 営業時間 休業日 おすすめメニュー ＰＲポイント 平均予算 収容人数 個室 禁煙・喫煙 備考HP

147 積丹町
レストラングリーンホ
リデー

046-0202 積丹郡積丹町大字婦美町 0135－44－2411
３月～１１月
１０：００～１７：３０
０９：３０～１８：３０（夏期）

第１、３木
曜日（７、
８月は無
休）

ウニ丼 有
http://www17.ocn.ne.jp/~gr
een-3

和食レストラン

148 積丹町 白川食堂 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2166 ウニ丼定食

149 積丹町 そば処はりま 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－3276 １１：００～１６：００ 水曜日 ウニ丼・そばセット 無 そば

150 積丹町 寿し処かさい 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2610 １１：００～１４：３０（要予約） 不定級
あわび丼セット、かさい寿
司セット

３，１５０円 有
http://www.tabi-
hokkaido.co.jp/oyadokasai/

すし

151 積丹町
海鮮、丼ぶり・みはら
し

046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2141 営業期間　４月から１１月上旬 あわび料理、ウニ丼
目の前に広がる日本海を眺
め、たっぷりと海の幸を味
わって下さい。

有
http://www.miharashiso.com
/

海鮮料理

152 積丹町 飲み食い処　平八 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－3529 ウニ丼 無

153 積丹町 やまとみ 046-0201 積丹郡積丹町大字美国町 0135－44－2149 ウニ丼、やきとり 無

154 積丹町 食堂　鱗晃 046-0327 積丹郡積丹町大字入舸町 0135－45－6651

４月～１１月中旬
７：００～１８：００（6月）
９：００～１６：００（４，５，９～１１
月）

無休 海鮮丼、あまえび丼、
約11種類の魚介を一度に味わ
うことが出来る海鮮丼は値段
もお手頃でボリューム満点

１，５００円 １４０人 有 http://www.rinkou.net/ 海鮮料理

155 積丹町 しゃこたんなべ 046-0326 積丹郡積丹町大字日司町 0135－45－6116
営業期間　４月初旬から１１月末
０９：００～１６：３０

無休 海鮮丼 ２，０００円 １２０人 有
http://homepage2.nifty.com
/marutenn/index.html

海鮮料理

156 積丹町 お食事処 みさき 046-0326 積丹郡積丹町大字日司町 0135－45－6547
営業期間　４月から１１月中旬
０７：００～１８：００

無休 ウニ丼 ２，０００円 ７２人 有
http://r.gnavi.co.jp/h0492
00

海鮮料理

157 積丹町 お食事処 鱗 046-0327 積丹郡積丹町大字入舸町 0135－45－6030
営業期間　４月下旬から１１月３０日
１１：００～１５：００

無休 海鮮丼、浜鍋定食
アットホームなサービス、お
いしさ抜群・ボリューム満点

２，０００円 １００人 有
http://www11.ocn.ne.jp/~ri
nkouso/

海鮮料理

158 積丹町 お食事処 中村屋 046-0326 積丹郡積丹町大字日司町 0135－45－6500
営業期間　４月中旬から１１月中旬
０８：００～１８：００

無休 ウニ丼、えび 漁師の店、新鮮な料理で満服 ２，０００円 ６０人 有
http://homepage3.nifty.com
/shakotan/nakamuraya.html

海鮮料理

159 積丹町 お食事処 北都 046-0324 積丹郡積丹町大字西河町 0135－46－5800 営業期間　３月から１１月 ウニ丼
食後に海を眺めながらの日帰
り入浴も好評

２，５００円 有
http://www1.odn.ne.jp/~cdd
82580/

和食レストラン

160 積丹町 浜寿し 046-0322 積丹郡積丹町大字余別町 0135－46－5334 １１：００～２１：００ 不定休
生寿し、刺身活造り、
いくら丼

ご飯が見えないほど、たっぷ
り乗ったイクラは感激もの

２，０００円 ５０人 有
http://www14.ocn.ne.jp/~ha
mazusi/prof_inx.html

すし

161 積丹町 食堂うしお 046-0321
積丹郡積丹町大字神崎町字
草内

0135－46－5118
営業期間　４月下旬から１０月末日
０８：３０～１７：００

不定休 ウニ丼 ウニ大盛り丼もあります ２，０００円 ５６人 有
http://fuyuki-
music.ddo.jp/usiopage/inde
x.html

和食レストラン

162 積丹町
レストハウスペニン
シュラ

046-0321
積丹郡積丹町大字神岬町字
シマツナイ９２番地

0135－46－5730
１１：００～１７：００（夏季）
１１：００～１６：００（冬季）

(11月～3月)
毎週水曜日
夏季無休

しゃこたんブルーソフトク
リーム、積丹丼、浜鍋定
食、

積丹の海を望む開放的で明る
い店内。絶品の積丹の味覚を
ご堪能ください。

２，０００円 １６０人 有 http//www.shakotan.jp/
10名様以上より団体メ
ニュー有り（要予約）

163 積丹町 海鮮味処 新生 046-0322 積丹郡積丹町大字余別町 0135－46－5050
１０：００～２１：００
０７：００～２１：００（７，８月）

11月代2週～
4月10日

海鮮丼セット、ウニ丼
積丹の幸を存分に味わえる浜
料理が自慢

２，６２５円 有 http://www.syakotan.com/ 海鮮料理

164 積丹町 お食事処 海のや 046-0322 積丹郡積丹町大字余別町 0135－48－2333 １１：００～１９：００ 不定休 ウニ丼
前浜産の旬の魚介を自慢の手
料理でおもてなし

１，５００円 ４４人 有
http://www16.ocn.ne.jp/~um
inoya

和食レストラン

165 赤井川村 おつけもの食堂 046-0501
余市郡赤井川村字赤井川
115-3

0135-34-6510
１１：００～１５：００
４月下旬～１１月上旬

月曜日
祝日の場合
は翌日

おつけもの定食

保存料はもちろん、着色料も
使わないお漬け物。大根、メ
ロン、ピーマンなど常時15種
類以上が食べ放題。

５００円程度 １２席 なし

店内全面禁
煙
店外テラス
可

無 つけもののみ食べ放題あり

166 小樽市 和食「入舟」 047-0032 小樽市稲穂2-15-1 0134-27-8116
ランチ　１１：３０～１４：３０
ディナー１７：３０～２１：００

無休
楽盛膳、天麩羅御膳、入舟
会席など

ホテルならではの木目細やか
なサービスと後志の厳選素材
を提供

昼１,６００円
夜６,０００円

７３人
有り（16名
まで収容
可）

全面禁煙 有
http://www.authent.co.jp/r
estaurant4.cgi

和食レストラン

167 小樽市 ﾚｽﾄﾗﾝ「カサブランカ」 047-0032 小樽市稲穂2-15-1 0134-27-8117
ランチ　１１：３０～１４：３０
ディナー１７：３０～２１：００

無休 日替わりランチなど
後志産の野菜、フルーツ、魚
介類などを利用した厳選ﾒﾆｭｰ
をご用意

昼３，５００円
夜６，０００円

６４人
有り（16名
まで収容
可）

全面禁煙 有 http://wwww.authent.co.jp 洋食レストラン

168 小樽市 鉄板焼「海王」 047-0032 小樽市稲穂2-15-1 0134-27-8116
ランチ　１１：３０～１４：３０
ディナー１７：３０～２１：００

無休 特選和牛ｺｰｽなど
ホテルならではの木目細やか
なサービスと後志の厳選素材
を提供

昼１，９５０円
夜７，５００円

１２席 なし 全面禁煙 有 http://wwww.authent.co.jp 洋食レストラン

169 小樽市 和食処「紅紫」 047-0154
小樽市朝里川温泉2-676
「小樽朝里クラッセホテル
内」

0134-52-3800
１７：００～２２：００
（ラストオーダー２１：００）

無休 お造り盛り合わせ等
朝里の浜をイメージした落ち
着いた雰囲気のレストラン

１,５００円～ ４０人
有り（10名
まで収容
可）

喫煙 有
http://www.classe-
hotel.com/restaurants/inde
x.html

和食レストラン

170 小樽市
ロードレストラン「シ
ルフィード」

047-0154
小樽市朝里川温泉2-676
「小樽朝里クラッセホテル
内」

0134-52-3800
１０：００～２２：００
（ラストオーダー２１：００）

無休 洋食、中華
お手軽メニューから本格コー
スまで

昼：１,０００
円～　夜：２,
５００円～

８０人 無 禁煙・喫煙 有
http://www.classe-
hotel.com/restaurants/inde
x.html

洋食・中華レストラン

171 小樽市
ワインカフェ小樽バイ
ン

047-8601 小樽市色内1-8-6 0134-24-2800
１０：００～２２：３０
（ラストオーダー ２１：３０）
　季節により変動あり

元日のみ
バインチーズフォンデュ
エゾシカミートピザ

石造り歴史的建造物の中で、
地元食材を使った料理と、道
産ワインをお楽しみ下さい。

昼：１,０００
円夜：２,５０
０円

８０人
有り（12名
まで収容
可）

全面禁煙 有
http://www.otarubine.chuo-
bus.co.jp

お子様連れOK
4名様からの宴会コースあ
り（前日までの予約制）

172 小樽市 生蕎麦　一福 047-0031 小樽市色内1-6-8 0134-22-1043 １１：００～１９：００ 月４日不定
もりと天ヌキのセット
かもせいろ

そばひとすじ１１４年。「こ
れからも毎日真心を込めてお
いしいお蕎麦をつくります」
四代目談

１,０００円 ５０人 なし
店内禁煙
玄関先喫煙
可

無
小さいお子様連れ歓迎しま
す

173 小樽市
本格スープカレー
小樽アバンティ

047-0152 小樽市新光2-21-25 0134-54-0141
１１：３０～２１：００
１５：００～１７：００（平日準備中）

火・水
お野菜スープカレー
チキンベジタブルスープカ
レー

羊蹄山麓の野菜使用
昼：７８０円～
夜：７９０円～

２５人 なし 全席禁煙 有
http://soupcurry-otaru-
avanty.coｍ

空気もおいしいお店認定
栄養成分表示の店認定
北の恵み愛食レストラン認
定
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