
馬と気軽にふれあえるアクティビティをお楽しみくだ
さい。賢く愛らしいポニーによる「ハッピーポニー
ショー」は毎日開催しております。

国道の交点に位置する小学校跡地を整備し、開駅
した道の駅です。広大な石狩平野を一望できる展
望台とサイロをイメージしたレンガ造りの建物が特
徴的です。

1 日目
Day1 Schedule

苫小牧
新千歳空港発9:00

ノーザンホースパーク

道の駅 マオイの丘公園

ログハウス風の建物で昔から長沼町民と観光客に
愛されている老舗の人気スイーツ店です。素材にこ
だわった自家製アイスクリームは濃厚なのにすっき
りと食べやすい味わいです。

長沼 あいチュらんど

長沼町でリンゴを作り続ける仲野農園の直営レス
トランです。４年の歳月をかけ、景色の良い丘の上に
自らログハウスを手作りしました。農場で採れた農
作物を使用した料理を味わえます。

長沼 ファームレストランハーベスト

「北海道のおいしいものを蔵出しで」という思いを一
心に、素材にこだわって手作りを行っているショップ
です。北海道のぬくもりや優しさをスイーツなどでお
伝えします。

岩見沢 NORTH FARM STOCK

使われている米粉は100%美唄市産。もちもちふん
わり食感が楽しいパンと、やさしいシフォンケーキが
オススメのベーカリーです。

美唄 すぎうらベーカリー

長沼

9:15

11:00

12:00
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14:00
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全てに貪欲な欲張り食堪能チャレンジプラン。
食食食食べ尽くしコース

住　所 苫小牧市美沢１１４-７

0144-58-2116TEL

ノーザンホースパーク
苫小牧

住　所 夕張郡長沼町
東１０線南7番地
0123-84-2120TEL

道の駅 マオイの丘公園
長 沼

住　所 夕張郡長沼町旭町
南１丁目１２-７
0123-88-1121TEL

あいチュらんど
長 沼

住　所 夕張郡長沼町
東４線北１３
0123-89-2822TEL

ファームレストラン
ハーベスト

長 沼

住　所 岩見沢市志文町
２９２-４
0126-35-5251TEL

NORTH FARM STOCK
岩見沢

住　所 美唄市字美唄１１９２-５

0126-64-2089TEL

すぎうらベーカリー
美 唄
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HPはコチラ



美しいプラタナス並木に面する石造りの蔵、菓子工
房＆カフェ「ザ・さんくろうど」は旭川市の素材を活
かしたお菓子を作っています。定番のお土産はしっ
とり食感の生サブレ「蔵生」です。

旭川 The Sun蔵人

テレビのCMやポスターのメインビジュアルにも使用
される、美瑛の丘はメルヘンチックな風景が魅力的
です。パッチワークのようにカラフルな色が広がる丘
を楽しみましょう。

美瑛 美瑛の丘ドライブ

9:15

10:00

旭川発9:00
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10

12

住　所 砂川市
西１条北１９丁目２-１
0125-53-1515TEL

北菓楼 砂川本店
砂 川

住　所 深川市音江町
広里５９-７
0164-26-3636TEL

道の駅
ライスランドふかがわ

深 川

住　所 旭川市神居町
神居古潭

神居古潭
旭 川

住　所 旭川市神楽岡
８条１丁目
0120-30-3961TEL

The Sun蔵人
旭 川

美瑛の丘ドライブ
美 瑛

77

88

99

1010

1212

日本一の直線道路（国道12号線29.2㎞）沿いにあ
る北菓楼砂川本店。おかきやバウムクーヘンなどの
定番商品を販売のほか、ケーキセットやパフェなど
の軽食を味わえる喫茶フロアもあります。

砂川

深川

15：45 北菓楼 砂川本店

旭川泊18：00

名産品の美味しいお米を使ったおにぎりや釜飯、お
米を使ったスイーツなどが食べられるお店もある、
お米のテーマパークです。

16:30

17：00

7

8

2 日目
Day2 Schedule

9

1111

道の駅 ライスランドふかがわ

旭川市内有数の景勝地であり、四季折々の景色を
川沿いの道路から楽しむことができます。

旭川 神居古潭

住　所 上川郡美瑛町
大町2丁目
0166-92-4400TEL

美瑛選果
美 瑛

美瑛の魅力が詰まった食のアンテナショップです。
コンセプトの「食のショールーム」の名の通り、四季
それぞれの旬の生鮮品やふかふかの焼き立てパン、
美瑛で加工された商品などが販売されています。

美瑛 美瑛選果



住　所 上川郡美瑛町白金

0166-94-3355TEL

道の駅びえい 
「白金ビルケ」

美 瑛

住　所 上川郡美瑛町白金

0166-94-3355TEL

白金青い池
美 瑛

住　所 上川郡美瑛町
美沢美瑛共和
0166-92-1806TEL

自家製パスタ専門店
だぐらすふぁ～。

美 瑛

1313

1414

1515

1616

1717

1818

道の駅びえい 「白金ビルケ」13

神秘的なコバルトブルーが特徴的な池。紅葉の橙・
赤・黄の暖色と、青く輝く池のコントラストはとても
幻想的です。

美瑛 白金青い池

1512:30

16

17

白金エリアをはじめとした美瑛町全体の情報発信
を行っている施設。アウトドア用品や特産品の販
売、ハンバーガーショップなどもあり、レンタサイクル
も可能です。

美瑛

14

赤い屋根のログハウスが特徴的。美瑛町産小麦を
使用した自家製のパスタを、美瑛町産の野菜と一
緒に味わえます。さらに注目なのが美瑛町産の”赤
麦”を使用したパスタの提供も。

美瑛
自家製パスタ専門店
だぐらすふぁ～。
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住　所 富良野市清水山

0167-39-0006TEL

カンパーナ六花亭
富良野

大雪山連峰を目の前に望む素晴らしいロケーショ
ン。2万4千坪の丘陵地に広がるぶどう畑の中に店
舗とギャラリーが隣接しています。目印になる鐘楼
が心地よい音を響かせます。

富良野14:50 カンパーナ六花亭

住　所 富良野市清水山

0167-23-4155TEL

ふらのワインハウス
富良野

住　所 富良野市下御料
２１５６-１
0167-22-8005TEL

菓子工房フラノデリス
富良野

富良野市街を一望できる丘の上に立ち、自然豊か
な景色を楽しみながら食事とふらのワインを味わう
ことができるレストランです。

富良野 ふらのワインハウス

富良野の丘にある菓子工房です。北海道の厳選素
材を使用したスイーツは絶品！オススメは富良野市
産の牛乳をたっぷり使用している牛乳プリン。やさ
しい甘さで子供も大人も味わえます。

富良野 菓子工房フラノデリス



住　所 富良野市中五区

0167-23-1156TEL

富良野チーズ工房
富良野

住　所 富良野市中御料
新富良野プリンスホテル内

0167-22-1111TEL

新富良野プリンスホテル周辺
ニングルテラス

富良野

住　所 岩見沢市宝水町
364-3
0126-20-1810TEL

宝水ワイナリー
岩見沢

1919

2020

2121

2222

2323
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乳製品と小麦製品作りを体験できる工房や、チーズ
工房の展示見学などもでき、見て食べて楽しめる施
設です。

富良野 富良野チーズ工房

森の中に１５棟のログハウスが連なるショッピング
エリアのニングルテラス。富良野にしかない自然あ
ふれるクラフト作品の販売をしています。夜にライト
アップされた光景も必見です。

富良野
新富良野プリンスホテル周辺
ニングルテラス

富良野泊

その年その年の、岩見沢市宝水の土地に合ったぶ
どうの栽培を行い、ワインへの醸造を行っているワ
イナリーです。ぶどうの最大限の魅力と美しさをワイ
ンで表現しています。

岩見沢 宝水ワイナリー10:30

富良野発9:00

3 日目
Day3 Schedule

岩見沢市の丘陵地帯にある大規模な都市公園で
す。広い敷地内には多品種のバラやハマナスが咲き
誇り、6月中旬から10月中旬頃まで楽しめます。

岩見沢11：15 いわみざわ公園バラ園

住　所 岩見沢市志文町
794番地
0126-25-6111TEL

いわみざわ公園バラ園
岩見沢

21

22

広い田園地帯にあるファーム＆レストランです。キャ
ンパスに描かれたような夕張の山 と々田園風景を楽
しみながら、四季それぞれの旬の食材を使用したメ
ニューを味わえます。

由仁12:30

新千歳空港14:00

23 キッチンファームヤード

住　所 夕張郡由仁町
西三川913
0123-86-2580TEL

キッチンファームヤード
由仁


