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小樽市色内1丁目1-12 運河ターミナル内

0134-64-5581

10:00～18:00

火曜日

http://www.winecluster.org/

ワイン（通信販売）

なし

■

■

■

■

■

■

■

住 所

電 話

営 業 時 間

定 休 日

W E B

後志産酒類

駐 車 場

北海道・ワインセンター

プロによる解説付きで、北海道産ワインのテイスティングが

1,080円から楽しめる。おすすめのプレミアムコースは販売価

格や希少性の高いワインを、スタンダードコースは北海道を代

表するブドウ品種のワインを3種類。当日に予約不要で参加可

能。選りすぐりの肴やレシピ本も並び、北海道産ワインを楽し

むヒントがいっぱい。

小樽
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小樽市稲穂2丁目 JR小樽駅構内

0134-31-1111

9:00～20:00、

寿司カウンター11：00～15:00、16:30～19：00

寿司カウンターのみ水曜日・第1第2火曜日定休

https://tarche.jp/

ワイン、日本酒、ビール

小樽駅前の有料駐車場 有

■

■

■

■

■

■

■

住 所

電 話

営 業 時 間

定 休 日

W E B

後志産酒類

駐 車 場

駅なかマート「タルシェ」

JR小樽駅構内、小樽だけではなく後志各地の美味しいものを集

めたマルシェ。立ち食いの「伊勢鮨」で出発前に寿司をつまむも

良し、若鶏半身揚げの「なると屋」で出来たてを買うも良し。お

酒の扱いも豊富で、小樽のオサワイナリーのワインや黒松内の

親どり等、流通量の少ない商品も並ぶ。お土産を買うにはピッ

タリなお店。

小樽
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■住所 余市町港町88番地　■電話 0135-22-2744

■営業時間 8:00～17:00　■定休日 年末年始

■WEB https://nptomedon.com/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有
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燻製の専門店。豆腐やヘラガニ、甘

エビなど様々な素材を、道産の木

でじっくり1～3週間かけて燻す。

くるみの燻製はウイスキーに。

■住所 余市町大川町3丁目76　■電話 0135-22-2315

■営業時間 10:00～20:00　■定休日 不定休

■WEB なし　■後志産酒類 ワイン、日本酒　■駐車場 有

余市産ブドウで作ったワインを、

余市町内のワイナリーに限らず全

国から取り扱う。運が良ければ希

少なワインに出合えるかも。

■住所 小樽市色内2丁目1番20号　■電話 0134-33-2555

■営業時間 9:00-18:00※季節、イベントに応じ時間変更有

■定休日 無休　■WEB https://otaru.gr.jp/kankokyokai/guide

■後志産酒類 小樽産日本酒、リキュール、ワイン、ビール、発泡酒等

■駐車場 なし
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小樽運河沿い、石造り倉庫にある

観光案内所＆物産プラザ。小樽と

近郊の観光パンフレットが豊富に

揃い、観光のスタート地点に最適。

■住所 赤井川村字都190-16　■電話 0135-34-6699

■営業時間 5月～9月 8:30～19:00、10月～4月 9:00～17:00

■定休日 5月～9月 無休、10月～4月 第1・3水曜日

■WEB http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/3143/ 

■後志産酒類  ワイン、日本酒、どぶろく　■駐車場 有（バス可）

赤井川産のどぶろく「村に恋して」

はサイダーで割っても美味しいと

評判。話題のお米のジェラートは、

ツブツブ食感がやみつきに。

小樽

余市 余市

余市
仁木

赤井川
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■住所 古平町大字本町40　■電話 0135-42-2174

■営業時間 8：30～18：00　■定休日 土・日・祝日

■WEB https://www.yamadai-fujita.com/　■駐車場 有

伝統の塩蔵製法。うす色で上品な味わい。
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■住所 古平町大字入船町63番地　■電話 0135-42-2330

■営業時間 8：00～17：00　■定休日  なし

■WEB http://www.kanetosuisan.net/　■駐車場 有

山わさびや、白ワイン漬けたらこは

ワインにも。
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■住所 古平町大字浜町467-7　■電話 0135-42-2114

■営業時間 （月～金）8：00～17：00、（土）8：00～12：00

■定休日 日・祝日（直売所は不定休）

■WEB http://www.yojirushi-yoshino.com/　■駐車場 有

船上で原料加工する鮮度が自慢。
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■住所 古平町港町418-14　■電話 0135-42-2164

■営業時間 8：00～17：00　■定休日 日・祝日

■WEB http://www.furubira-tarako.com/　■駐車場 有

しっかりと粒子のある原料を厳選使用。
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ニセコ町曽我888-1

0136-44-3734

9:30～18:00 （冬季は～17:30）

1月1日

www.niseko-takahashi. jp

ワイン（「MANDRIANO」「PRATIVO」で提供）

有

■

■

■

■

■

■

■

住 所

電 話

営 業 時 間

定 休 日

W E B

後志産酒類

駐 車 場

ニセコ髙橋牧場 

ニセコの大自然で育った自社牧場の生乳を使用。シュークリー

ムやアイスクリーム、チーズタルトが食べられる牧場直営の

チーズ&スイーツ工房。チーズは牛乳本来の甘さや風味を楽し

め、幅広い年代の方にオススメ。お腹が空いたら焼きたてピザの

「MANDRIANO」、野菜ビュッフェレストランの「PRATIVO」へ。

ニセコ
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古平町といえばたらこ！お店によって味も様々。

お気に入りを探してみよう。
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■住所 余市町黒川町7丁目25　■電話 0135-22-3354

■営業時間 9:00～19:00（2階の食堂「海鮮工房」 10:00～19:00）

■定休日 不定休　■WEB なし　■後志産酒類 ワイン、日本酒、ウイスキー

■駐車場 有（20台、大型バス不可）
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地元の海産物が格安で並び、酒の肴も

充実の鮮魚店。食堂では、リーズナブル

でボリューム

満点な定食・海

鮮丼を楽しむ

人々で賑わう。

フルーツの町のケーキとソフトクリー

ムの店。実はお酒とケーキの相性は良

く 、レ ア チ ー ズ

ケーキとナイヤ

ガラ白ワインが

特によく合う。

■住所 仁木町北町5-4　■電話 0135-32-2256　■営業時間 夏季 8:00～

21:00　冬季 9:00～20:00　■定休日 無休

■WEB http://nikifarm.jimdo.com/　■後志産酒類 なし　■駐車場 有
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なんぽとめたろうしょうてん

まとめて

紹介！

「しりべし産の食材を積極的に使用し、全ての食材を北海道産としたこだわりの料理

を２品以上提供していること」等、地元の食材で作られたメニューを提供するお店が、

「このおいしさ、しりべし応援店」として登録されています。

古平

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kos/top.htm詳しくはこちら

このおいしさ、しりべし応援店

食べて、飲んで、しりべしを満喫！



■住所 古平町大字浜町74番地　■電話 0135-42-2359

■営業時間 9:00～17:00　■定休日 水曜日

■WEB http://www.tanakasyouten.net/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有

2221

古平

古平

倶知安

倶知安
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古平の鮮魚店。下処理もしてくれ

るので珍しい魚に挑戦するのも面

白い。海沿いの地域は鮮魚店が少

ないため貴重な店でもある。

■住所 積丹町大字神岬町字シマツナイ92番　■電話 0135-46-5730

■営業時間 5月～9月 レストラン11:00～17:00　売店10:00～17:00

■定休日 5月～9月無休、（季節・天候等により営業時間が変更、または閉店に

なる場合もあります）　■WEB http://www.kamuibanya.co.jp/

■後志産酒類 ワイン、日本酒、焼酎　■駐車場 有（バス可）

�����

積丹岳の伏流水を使った日本酒

「丹水」は積丹町限定品。珍味や、こ

こでしか食べられない「しゃこた

んブルーソフト」もオススメ。

■住所 神恵内村大字神恵内村7-11　■電話 0135-76-5558

■営業時間 7:00～20:00　■定休日 無休

■WEB なし　■後志産酒類 なし　■駐車場 なし
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地元の魚介類を加工・販売してい

る。「ほっけのきりこみ」、「波ほっ

け」、「おから漬け」等、オリジナル珍

味の品揃えが豊富。

■住所 岩内町万代47の9　■電話 0135-62-8343

■営業時間 物販 8:30～17:30、食堂 11:00～15:00

■定休日 4～12月 無休、1～3月 毎週日曜日

■WEB http://yoshimotogumi.co.jp/group/hokui43/

■後志産酒類 ビール、ワイン、日本酒　■駐車場 有

道の駅いわないのすぐそば。岩内

の海産物・農産物や、「海洋深層水

ビール」等、地元の特産品を扱う。

食堂では焼き魚定食も。

■住所 共和町小沢760番地1　■電話  0135-72-1412

■営業時間 9:00～17:00　■定休日 なし　■WEB なし

■後志産酒類 なし　■駐車場 有
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低温殺菌で牛乳本来の風味を残

した、絞りたての生乳をたっぷり

(50%)使用。味はミルク、バニラ、

抹茶、ラムレーズンの4種。

■住所 共和町老古美320-3　■電話 0135-62-7457

■営業時間 10:00～17:00（L.O.16:30）※11月中旬～11月末の来店は予約制

■定休日 12月～3月までは休業

■WEB http://shop.clair-cheese.com/　■後志産酒類 なし

■駐車場 有

日本で初めて、個人で始めたカマ

ンベールチーズ工房。黒松内町の

生乳を使い、日本人の口に合うカ

マンベールを専門に作っている。

■住所 京極町字川西45番地1　■電話 0136-42-2292　■営業時間 【プラ

ザ】9:00～18:00（5月～10月）、9:00～17:00（11月～4月） 【レストラン】（5月

～10月）10:00～18:00（L.O. 16:50）、（11月～4月）10:30～17:00（L.O. 16:30）

■定休日 年末年始（12/31～1/2）

■WEB http://park3.wakwak.com/~meisui-plaza/

■後志産酒類 日本酒、焼酎　■駐車場 有（バス可）
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名水「羊蹄のふきだし」がある道の

駅。ミネラルウォーターや、湧水を

使った日本酒「京極」、湧水で淹れ

た本格コーヒーが好評。

■住所 倶知安町高砂91-21（DCMホーマック倶知安店内）　■電話 0136-55-5554

■営業時間 9:00～21:00　■定休日 1月1日　■WEB http://niseko-tr.co.jp/marushe/index

■後志産酒類 日本酒、焼酎、ワイン　■駐車場 有
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倶知安にとどまらず後志各地で生産された海産物・農産物、パンやお弁当も揃う。観光

だけでなく、地域の人も立ち寄る産直ショップ。

■住所 古平町浜町43番地　■電話 0135-42-2075　■営業時間 9:00～17:00

■定休日 水曜日 ※冬季休業 11月～4月　■WEB http://www.ne.jp/asahi/himemasu/hokkaido/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有
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北海道原産の幻の湖魚、チップ(ヒメマス)の専門店。繊細な身に脂

がのっていて美味。燻製はぜひウイスキーに合わせてみて。

■住所 留寿都村留寿都127-191　■電話 0136-47-2068

■営業時間 9:00～18:00（4～10月）、9:00～17:00（11～3月）

■定休日 年末年始（12/31～1/3）

■WEB http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/2442/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有（バス可）
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新鮮野菜や、本格派ピザを提供。オ

ススメはルスツ名産・大根や長芋

のお漬物と、百年以上の歴史があ

る「元祖みそまんじゅう」。

■住所 真狩村字杜217-1　■電話 0136-48-2636

■営業時間 8:30～18:00 （4～10月中）、9:00～17:00 （11～3月中）

■定休日 無休　■WEB https://www.facebook.com/wakimizunosato/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有

����������

羊蹄山の湧水を使った種類豊富な

お豆腐が並ぶ。直営店でのみ販売

の「吟醸味噌漬け豆腐」は吟醸酒、

甘いナイヤガラのワインにも。

■住所 喜茂別町字川上345番地　■電話  
0136-33-2671　■営業時間 売店・ファスト

フード 8:00～17:30　■定休日 年中無休

■WEB https://ageimo.com/　■後志産

酒類 ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー

■駐車場 有
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「あげいも」が名物の道の駅。峠か

らの見晴らしが良く、晴れた日は

羊蹄山も。ドライブの気分転換に

立ち寄ってみよう。

■住所 留寿都村字留寿都127　■電話 0136-46-3440

■営業時間 夏季 10:00～18:30、冬季 10:00～18:00　■定休日 不定休

■WEB http://dondon-ichi.jp/shop/

■後志産酒類 なし　■駐車場 有（バス可）

肉の卸「辻畜産」の直営店。ルスツ

豚やオリジナルのタレを扱う。格

安部位やBBQの材料が充実してい

るのでキャンプにも。

積丹

■住所 倶知安町北3条西4丁目3-2 コープさっぽろ倶知安店内

■電話 0136-23-0123　■営業時間 9:00～21:00

■定休日 コープさっぽろ倶知安店に準ずる

■WEB  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/dosankogaiyore.htm

■駐車場 有
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コープさっぽろ倶知安店の中に、

札幌で人気の「北海道どさんこプ

ラザ」が登場。後志の特産品や、選

び抜かれた売れ筋商品が並ぶ。

京極

喜茂別

神恵内

岩内

共和 共和

留寿都

留寿都 真狩
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倶知安町字山田183-43

0136-21-2565（予約）

http://www.kiniseko.com/ja/

夏季のみ有

96室

■

■

■

■

■

住 所

電 話

W E B

駐 車 場

部 屋 数

木ニセコ

倶知安町字山田204-7

0136-55-5123（予約）

http://www.skyeniseko.com/ja

なし

■

■

■

■

住 所

電 話

W E B

駐 車 場

スカイニセコ

倶知安
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Hotel  in  Shir ibeshi

Chapter.4
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Hotel

■住所 島牧村字栄浜　■電話 0136-74-5336　

■部屋数 6部屋

■WEB http://www.vill.shimamaki.lg.jp/

category/detail.php?category=tourism&content=110

���������������

源泉掛け流し、北海道随一のラジ

ウム温泉。泉質の良さには定評が

あり、道外からも人が訪れる。晴れ

た日に見られる夕陽は圧巻。

■住所 黒松内町字黒松内584　■電話 0136-72-3010

■部屋数 14部屋

■WEB　http://www.shizennoie.utasai.jp/

KirikaHP/Home.html

大浴場完備の宿。レストランでは

黒松内産もち米の地酒が揃う。隣

には国の天然記念物のブナ林が広

がり、四季折々の散策ができる。

島牧 黒松内

北海道の象徴であ

る「木」が至る所に

配された、ナチュラ

ルモダンな設えの

ホテル。ゲストルー

ムには木のぬくも

りが感じられる調度品。広い窓からは羊蹄山と四季

折々の雄大な景色、眼下にはニセコの街並みが広が

る。１階にある「杏ダイニング」の料理も好評。近隣に

「スカイニセコ」がオープンし、こちらにはロケーショ

ン抜群の「雲レストラン」や気軽なカフェデリも。

スカイニセコスカイニセコ

Hotel

■住所 蘭越町ニセコ湯里

温泉郷

■電話 0136-58-3288

■部屋数 8部屋

■WEB

http://www.niseko-bears.com/
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静かなエリアに建つ、手作りパン

と温泉が自慢の宿。朝食には旬の

野菜と江別産小麦100%のパンが

食べ放題で、パン教室も開催する。

蘭越04

Hotel

03

Hotel

01

02

真狩 ニセコ
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■住所 寿都町字大磯町29-1　■電話 0136-62-2550　■営業時間 夏期(4

～10月)9:00～18:00　冬期(11～3月)9:00～17:00　■定休日 4月～9月：

無休、10～3月：毎月第1・第3月曜日（月曜日が祝日の場合

は翌日） 年末年始（12月31日・1月1日）

■WEB http://suttufan.com/roadside/■後志産酒類 

純米酒、焼酎　■駐車場 有

������������ �����������

寿都を代表する「生炊きしらす佃煮」

は町内9つの会社で製造される逸品。

道の駅限定ミニ

サ イ ズ が あ り 、

各社の食べ比べ

も楽しい。

季節の山菜や水産加工品を販売。レス

トランでは無煙ロースターが用意さ

れ 、新 鮮 な ア ワ

ビ や ツ ブ 、ホ タ

テの海鮮BBQを

楽しめる。

■住所 島牧村字千走11番地1　■電話  0136-74-5183　■営業時間 

ショップ：7月下旬～8月 9:00～18:00 ／ 9月～7月中旬 9:00～17:00

レストラン：11:00～14:30 ／ ラストオーダー 14:00　

■定休日 毎週火曜日（火曜日が祝日の時は翌日）年末年始

■WEB http://www.abarone.jp/　■後志産酒類 日本

酒、ワイン　■駐車場 有

寿都

島牧

■住所 真狩村字光8番地3（道道岩内洞�線沿い）

■電話   0136-48-2007　■営業時間 売店　9:00～18:00（4月下旬～

10/31）、9:30～16:30（11/1～4月下旬）　■定休日 年末年始(12/31～1/3)

■WEB http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/2715/

■後志産酒類 焼酎　■駐車場 有（バス可）
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真狩の特産物、ゆり根。「ゆり根焼酎」

や「ゆり根カステラ」「ゆり根最中」「ゆ

り根のスイー

ト コ ロ ッ ケ 」

と多彩な品揃

えは必見。

ニセコ産の酒米を使用した日本酒「蔵

人衆」や「ニセコビール」などの地酒の

他、それらにピッ

タリなチーズ、燻

製などの肴の品

揃えも豊富。

■住所 ニセコ町字元町77番地10　■電話 0136-43-2051 

■営業時間 情報プラザ棟（観光案内所、特産品販売）　9:00～18:00（通年）

農産物直売所8:30～18:00（4月下旬～10月）、9:00～17:00（11月～4月下

旬）　■定休日 無休　※農産物直売所は年末年始休業

■WEB https://www.facebook.com/niseko.viewplaza/

■後志産酒類 ワイン、日本酒、ビール　■駐車場 有（バス可）

■住所 蘭越町蘭越町130　■電話 0136-57-5239

■営業時間 【直売所】通年9:00～17:00　【食堂】11:00～

14:00（2月3月は冬季休業）　■定休日 不定、年末年始

■WEB https://www.facebook.com/matinotyaya/

■後志産酒類 ワイン、日本酒　■駐車場 有（バス可） 

団体28名まで可
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蘭越の松原農園のワイン、お米、山菜

加工品等を販売。食堂では「銀シャリ

�飯」やおにぎり

等、美味しい蘭越

産のお米を味わ

える。

焼肉に欠かせないご当地名物「親ど

り」は食感がクセになる逸品。焼きた

て パ ン 、黒 松 内

産のフレッシュ

チーズを使った

ピザが人気。

■住所 黒松内町字白井川8番地10

■電話 0136-71-2222　■営業時間 9:00～18:00(11月～3

月は～17:00)※「ピザドゥ」10:00～　■定休日 4月～10月

無休、11月～3月第2・第4火曜日（祝日の場合、翌日休）

■WEB http://www.kuromatsunai.com/kanko/food/michinoeki/

■後志産酒類 ワイン、日本酒、焼酎　■駐車場 有（バス可）

蘭越
黒松内
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しりべしには、紹介しきれな

かったたくさんの飲食店・店

舗・宿泊施設があるよ！


	hintbook3.pdfから挿入したしおり
	後志ヒントブック_WEB閲覧用.pdfから挿入したしおり
	表紙ol
	後志ガイドブックP1-6
	7-12p後志ガイドブック
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