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「カンパーニュサンドプレート」は、サラダやスープの
他、本日のデザートつき♪3種から選べるカンパーニュサ
ンドには、ツナ＆アボカドや、フルーツ＆生クリームな
どがあり、ごろっと具材が挟まれていて、ボリュームあ
り♪

こちらのお店では、自家製天然酵母のカンパーニュに
合う北海道食材を使ったプレートを楽しめる★毎日焼い
ているパンは、富良野岳のわき水で仕込み、道産全粒粉
を小麦粉、ライ麦にブレンドし作っている。また、イー
スト、添加物不使用。もっちりして食べ応えのあるパン
がたまらない✿

ｃafe nokka
もっちり食感のカンパーニュは色々な具材に合う♪
※カンパーニュ とは、食事に合う田舎パンのこと

・自家製天然酵母カンパーニュサンド
プレート
（平飼いたまご・ツナアボカド・フ
ルーツから選べる）

・放牧豚のハンバーグサンドプレート

お店は綺麗で落ち着いた
雰囲気。外ではペットと一

緒に食事ができる♪

中富良野町西1線北15号 ☎0167-44-2578  駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒11:00-17:00 営業期間：4月下旬～11月上旬 定休日：水・木

ほっこりした店主さんが営業するパン屋さん。優しい
味のパンと、温もりのある店内の雰囲気を求め、また行
きたくなる。子供からお年寄りまで安心して食べられる
パン作りがモットー★天然水、天然塩、天然酵母、上富
良野産小麦はるゆたかを使用したパンはしっとりと柔ら
かい。

パンのメニューは、「あんぱん」「アップルカスター
ドパン」「ハム＆オニオンパン」など親しみがあるもの
が多い。「さくらあんぱん」「カボチャあんぱん」「地
元ヤサイのピザパン」など季節を感じられる地元食材を
使用したパンもおすすめ♪

ベーカリー＆カフェ 風時計
ほっこりした店主さんが営む優しい味のパン屋さん

・パンランチ
（パン3種・季節のサラダ・スープ・
ミニグラタン・ドリンク付き）

・パンセット
（パン2種・ドリンク付き）

・季節のパン、総菜パン

店内には、緑いっぱいの
庭が見える席があり落ち
着く。自家栽培の無農
薬ハーブティーも好き★

パンが人気

中富良野町東3線北16号 ☎0167-44-3773 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒11:00-16:00  営業期間：4月～12月 定休日：月～木
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こちらのお店では、手作りの石窯で焼いたしっかり
とした食感のパンが多く並ぶ✿町内だけでなく遠方か
らもパン好きの人が訪れる。

パンには、近郊の小麦や、旬の野菜、果物などを使
用♪夏にはアスパラガスやミニトマト、秋には栗やリ
ンゴを使った季節限定のパンも登場。そのオリジナル
なメニューと、小麦の香りや味を感じることができる
パンが多くの人を惹きつける✿おすすめの「やまなか
ぱん」は、中はやわらかくて食べやすく、色々な食事
に合わせたり、ジャムやはちみつをつけて食べても美
味しい♪

ぱん屋やまなか
ハード系のパンが特徴✿パン好きが通うパン屋さん

・やまなかぱん
・あんぱん
・クロワッサン
・バゲット

香ばしく優しい味のあんぱ
んは、初めてハード系のパ

ンをトライする人にも
おすすめ★

お店の方がいつも笑顔で迎え入れてくれる空き店舗を
再生したカフェ。焼き菓子から食事まで、心と身体に優
しいメニューが豊富✿

上富良野産小麦はるゆたかや、美瑛産ライ麦を使った
手作りパン、米粉を使った焼き菓子の他、お肉を使わな
い食事メニューなどがある。「酒粕クラッカー」「松葉
クッキー」など、珍しいお菓子も必見。料理には、昆布
と鰹から出汁をとり優しい味。お肉は不使用ですが、代
わりに豆腐や穀物を使い、ボリュームあり♥「ベジフル
プレート」は野菜をたっぷり使いとても健康的♪

MUSUHI.535
小麦アレルギーや、お肉を食べない方も嬉しい♪

・ベジフルプレート
（季節のメインと副菜５品・ご飯・お味噌汁付き）
・その他、野菜中心の定食
・PeaceGardenパン酵房
自家製天然酵母パンと湯種食パン

・手作り焼き菓子

卵や乳製品不使用＆
全粒粉入りのドーナツは
ザクッと食感でまた食べ

たくなる♪

香ばしく優しい味のあん
ぱんは、初めてハード系の
パンをトライする人にもお

すすめ★

中富良野町基線北20号 ☎0167-44-3371 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒 9:00-15:30（11月～4月）定休日：日・月・火
🕒🕒9:00-17:00（5月～10月）定休日：日・月

中富良野町本町5-35 ☎0167-56-9651 駐車場○ TakeOut○ 営業期間：通年 定休日：月・火
🕒🕒11:30-19:00（11:00～PeaceGardenのパンを販売/金曜は湯種食パンのみ、土日は通常販売）※冬季の日曜は11:30-18:00営業
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山を越え、新田中にある白いコンテナハウスのパン屋
さん。町外れにあるので、ここで見ることができる景色
は幻想的。冬は、美しい白樺と雪に囲まれ、あたり一面
真っ白に。

店名の“癒々”は、「この場所で癒やされてほしい」と
の想いから店主さんが付けた。天然酵母と焙煎大麦を使
用した“身体に優しいパン”を作っている。パンは全て湯
種製法で、もっちりした食感を楽しめる。ミニ食パンは、
そのままちぎって食べるのにぴったりなサイズ。人気の
メニューは売り切れてしまうので、お早めに★

キャンプ＆パン工房 癒々 YUYU
冬の白樺に囲まれたパン屋さんは幻想的

・塩バターパン
・ミニ食パン
・バケットヌーボーのクッペ
（大麦を使用した茶色いパン）
・あんぱん

天然酵母と湯種製法で
もちもちの食感♪丁寧に
作られていることが伝わ

る優しい味♪

中富良野町新田中農場 ☎090-8632-2535 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒11:00-16:00 ※パンはなくなり次第終了
営業期間：通年 定休日：月～金

室内でゆっくり座って食事ができるカフェ。お店の奥
に進むと見えてくるのは、一面に広がる青空と十勝岳と
田んぼ。天気の良い日には、窓が解放されたテラス席で
ラベンダーの香りや心地よい風を感じてほしい♪

美瑛町バローレのオーナーシェフが監修した料理が楽
しめる。富良野近郊の食材や、ラベンダーを使っている。
その他、40％以上の乳脂肪を含む生クリームを選ぶため、
グラタンやニョッキのソースは濃厚でコク深い。溝をつ
けて成型したニョッキには、ソースが良く絡む♪

カフェ ルネ（ファーム富田内）
ここでしか味わえない料理を景色と一緒に

・上富良野産メークインのグラタンとカレー
のセット

・上富良野産男爵いものニョッキ クリーム
ソース

・上富良野産男爵いものラベンダーバター
・ラベンダージュレといちごのジュース「彩
りの畑」

熱々のジャガイモにちょっぴ
り塩の効いた「ラベンダー
バター」をまだ食べたこと
のない人も多いのでは？

中富良野町基線北15号 ☎0167-39-3939 駐車場○ TakeOut○（一部商品不可）
🕒🕒カフェ営業時間9:00-16:30  / Lunch 10:30-14:30 営業期間：4月下旬～10月上旬 ※季節変動有 定休日：営業期間中無休

パンが人気

じゃがいも料理が人気
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商店街に灯る優しい明かり★「町民や若い人の居場所
を作りたい」という想いを込め、2021年11月国道沿いに
OPEN。町内では初めてのカフェ＆古着のお店。早速、お
しゃべりを楽しむ町民が来たり、古着を買いに高校生が
来たり♪古着は、息子さんがお洒落な古着を厳選☆

カフェでは、日替わり定食をご用意♪お母さんが作る
優しい味で心温まる。日替わり定食には、メインの他、
サラダ、おかず、スープ、デザートが付きお腹いっぱい
になる量。日替わりは、煮込みハンバーグが特に人気★

カフェモトマチデリ
お母さんが作る、ホッとする家庭の味

・日替わり定食
（メインの例：ハヤシライス・煮込み
ハンバーグ・唐揚げ・酢豚など）

事前連絡で、可能な限
りお客さんのリクエストメ
ニューに応えてくれるとこ

ろが魅力♪

中富良野町本町7-1 ☎090-3890-1695 駐車場○(お店裏） TakuOut○ （一部商品不可） バリアフリー対応○（お手洗い）
🕒🕒11:00-18:00  営業期間：通年 定休日：木

自由に歩き回るヤギの可愛い姿に子供は大喜び！外で
はヤギとの触れあいができる。（例年、GWから10月頃）
子供も大人も楽しめるのが良いところ✿

ヤギの看板が目印のドメーヌレゾンの中にある“やぎカ
フェ” では、クセのないヤギミルクを使ったソフトクリー
ムやパフェの他、ハンバーグやステーキなどの食事も楽
しめる。北海道産牛肉を100％使用した「ビーフハンバー
グセット」は、ライス、サラダ、味噌汁付きのお得なメ
ニュー♪肉厚で噛むごとにうま味が感じられる✿

2022年5月上旬頃からスイーツ＆パン工房もスタート！

グリル＆農家レストラン やぎカフェ
「食べて・見て・触れて」子供も大人も楽しめる

・北海道産ビーフハンバーグセット
・とろーり煮込みビーフシチューハンバーグ
・ワイルドビーフステーキ

北海道産ビーフハンバー
グは口の中にじゅわっと濃

厚な肉汁が広がり、
牛肉の味がしっかり

味わえる。

中富良野町東1線北4号（ドメーヌレゾン内） ☎0167-56-7525 (ご予約専用ダイヤル：090-9702-8091) 駐車場○ TakeOut○
🕒🕒通常営業時間10:00-17:00  🕒🕒お食事11:00-L.O16:30 🕒🕒やぎカフェスイーツ工房 10：00～無くなり次第
🕒🕒TakeOut 11:00-12:00/15:00-17:00 営業期間：通年 定休日：なし

日替わり定食が人気

ハンバーグが人気
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天然酵母で発酵させた生地を手ごねし、石窯で焼いた
もっちり食感のピザが人気！ピザを焼く姿を、間近で見
ることができる。こちらでは、タマネギ、アスパラガス
など、近隣農家さんの野菜を使ったピザ、パスタ、冷製
スープなどを味わえる。

納屋を改装したお店は、窓からたっぷりと自然光が差
し込み、ゆったりテーブルが並べられている。お店は田
んぼの真ん中にあるので、四季の田園風景を楽しめる。
店内には、小上がりの他、オムツ替え・授乳室のスペー
ス、絵本が用意され、お子様連れに嬉しい♪

Cafe てくり
パスタやピザが人気

手ごねし、石窯で焼いたピザはもっちり美味しい

・てくりセット
（パスタorピザ、ドリンク、スープ付き）

・マルゲリータ
・いろいろキノコのトマトソース
・4種チーズのハチミツがけ

石窯で焼いたピザが
とても美味しい。

田園風景がすごく綺麗で
落ち着く。

中富良野町東5線北13号 ☎0167-44-3210 駐車場○ TakeOut○ 子供に優しい○（小上がり・授乳室等有り）
🕒🕒 11:00-16:00 (17:30からは要予約) 営業期間：通年 定休日：日・月・木

高い丘の上にあるお店の窓からは、その日の気温に
よって変化する自然の美しさが分かる。

「選べるセットメニュー」は、近郊の食材を使ったメ
イン料理の他、野菜サラダ、ドリンク、手作りケーキ付
き✿「自家製ベーコンときのこのクリームパスタ」は、
十勝産牛乳、生クリームなどを使った濃厚なソースと、
きのことタマネギのうま味や甘みが合う。こだわりの
ベーコンは、手間をかけて燻製し、口へ運ぶとスモーク
の深い香りや味が分かる。木かげは冬も営業♪店内の入
り口には、冬の町の写真が飾ってある。

カフェレストラン 木かげ
大きな窓からは雄大な山並みと田園風景を見渡せる

・自家製ベーコンときのこのクリームパスタ
・エビときのこのトマトクリームパスタ

景色を眺めることができ
る窓際の席は特等席。
ゆっくり話ができる落ち
着いた空間が良い♪

中富良野町福原農場 ☎0167-44-2329 駐車場○ TakeOut○(ピザのみ） 🕒🕒11:00-20:30（L.O日没） 営業期間：通年
定休日：水（祝日の場合は営業）

パスタ・ピザが人気
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国道沿いの赤いコンテナハウスが目印★こちらは手作
り革製品と珈琲のお店。「昔から革とバイクが趣味」と
いうお店の方が営む。革製品は、アクセサリーや、財布、
鞄など種類は豊富★

バイク用の革シートなど、ライダーズグッズもあり、
バイク好きの人が多く訪れる。「革ベルトの時計が欲し
い」といったオーダーメイドの対応や、他の革製品の修
理も行う。珈琲は、定期的に豆を変え、店内で座って飲
むことができる。女性に人気の「飲む珈琲ゼリー」はバ
ニラアイスクリームと珈琲のほろ苦さが合いたまらない。

Medicine Leather
革・珈琲・バイク★好きな物で飾られたお店

・自家焙煎珈琲（豆の販売も行う）
・飲む珈琲ゼリー
・オリジナル革製品の販売
・刻印体験

他の飲食店、雑貨店
などを招いたイベントの
開催など常に目新しさ
を追求する姿勢が素

晴らしい！

中富良野町北町9-2コンテナハウス（国道沿い） ☎080-1880-5671 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒10:00-18:00 営業期間：通年
定休日：月

こちらのお店では、世界中の珈琲をいただける。コロ
ンビア、ブラジル、ミャンマーのコーヒー豆など種類は
豊富。酸味や苦みの強さなど、お客さんの好みに合う珈
琲を紹介してくれるので安心♪

珈琲豆は、店内の焙煎機にて自家焙煎し、ネルドリッ
プで淹れる。珈琲の他、道産の小麦、卵、バターを使っ
た手作りスイーツや、スパゲッティ、カレーなどの食事
もある。振り子時計がチクタクと響く店内は、天然無垢
の木材を使い温かみがある。その居心地の良さに、時間
が過ぎていることを忘れてしまう。

「ホッ」と一休み♪ずっと居たくなる珈琲屋さん

・自家焙煎コーヒー
・ナポリタン
・季節の手作りスイーツ
・自家焙煎コーヒー豆

店内にはお座敷やオムツ
替えスペースの他、遊べ
るおもちゃや絵本がある♪
ママも子供も嬉しい♪

中富良野町西1線北14号 ☎0167-33-1026 駐車場○ TakeOut○ 子供に優しい○（オムツ替え場所・お座敷等有）
🕒🕒10:00-18:00 営業期間：通年 定休日：日・月

すぎやま珈琲

珈琲が人気
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富良野メロンの美味しい夏季のみの限定営業。豊富な
種類のメロンスイーツが並ぶ店内に入ると、ふんわりと
焼きたてのメロンパンの良い香り。外はサクサクのクッ
キー生地、中にはメロン果汁を使用したクリームがたっ
ぷりのメロンパンは大きく食べ応えあり♪

スイーツに使われるメロンは時期に合わせて、ルピア
レッドやティアラなど品種を選定。毎年、新商品が登場
するスイーツ店は見逃せない。他にもソフトクリームや
スムージーなどもあり、のんびりと園内を散策するのも
おすすめ♪

とみたメロンハウス
富良野メロンをたっぷり使ったスイーツを味わって

・こだわりメロンパン（赤肉・青肉）
・赤肉メロンのオムレット
・フレッシュベリーのチーズケーキ

テイクアウトしたメロンパ
ンにアイスクリームを挟む
食べ方も！アレンジ次第
で楽しみ方は無限大 ★

中富良野町宮町3-32 ☎0167-39-3333 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒9:00-17:00 営業期間：6月～9月
定休日：営業期間中無休

食べ応え抜群のこちらの2種類のパフェは、新鮮な桃と
シャインマスカットを山梨県の契約農家から毎週直送し
てもらっている。約40種類もある桃の中からその時期な
らではの美味しい品種をご提供。パフェの下のソフトク
リームに果物を絡めて食べると二度美味しい。

町民の方も楽しめるメニューとは？それはバニラorメ
ロンorミックスか選べるソフトクリーム。価格は350円か
らとお手頃で、カップかコーンを選べる★買い物終わり
に、ソフトクリームを食べて一休みしませんか？

ポプラファーム中富良野本店

・桃まるごとパフェOh Peach！
（7月中旬頃～販売）

・シャインマスカットパフェOh My 
Shine？
（8月中旬頃～販売）

・ソフトクリーム
（バニラorメロンorミックス）

外のテラス席ではペット同伴
も可能★7月中旬頃より、
お店では富良野近郊の
旬な野菜の販売も♪

中富良野町東１線北18号 ☎0167-44-2033 駐車場○ TakeOut△（基本店内飲食に対応）🕒🕒9:00-17:00（L.O16:30）
営業期間：4月中旬頃～10月末 定休日：営業期間中無休

町民の方もお手頃な価格で楽しめるメニュー有り♪

スイーツが人気
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こちらはソフトクリーム＆コーヒーのテイクアウト
ショップ。バナナチップ、チョコレート、プレッツェル、
マシュマロなど豊富な種類のトッピングがズラ～リ。
「どれにしようかな～」好きなトッピングを選べるので
子供たちは大喜び★「アフォガード」など大人向けのメ
ニューもある♪

「障害のある方の社会参加を応援したい」との想いを
持つ店主さんは、ジェルキャンドル、ポーチ、ピアスな
ど福祉施設で手作りした雑貨の販売を店内で行う。一度
訪れてみてはいかがですか？

NAKAFURANO SUCRE
世界に１つだけのオリジナルソフトクリームを作ろう♪

・ミルクソフトクリーム
・コーヒー
・アフォガード等

おすすめはプレッツェルの
トッピング♪しょっぱさと
ソフトクリームの甘さの
バランスがベストマッチ！

中富良野町東1線北18号 ☎0167-56-7173 駐車場○ TakeOut○🕒🕒10:30-16:30 営業期間：通年 定休日：月・第2・4週の火

懐かしそうにお店の方が、旅の思い出話をしてくれた✿
白いバウムクーヘンや、スコーンなど、KI・ZU・NAの手作
りお菓子は、ドイツやイギリスなどを旅して学んだもの。
初めて見るお菓子もありワクワクする。

「お菓子とお茶をいただきながら、ゆっくりお話しした
いな♪」そんな方には「アフタヌーンティーランチ」がお
すすめ。可愛らしい三段のティースタンドにのったお菓子
と、紅茶、フレーバーティーなどが楽しめる。テーブル席
から見える四季の十勝岳連邦の景色も素敵✿

四季の宿KI・ZU・NA
Tea Room Berry & Chloe’s
旅して学んだお菓子には、思い出が詰まっている

・アフタヌーンティーランチ
（2名から受付＆要事前予約）

・ティールーム
（手作りお菓子の購入、テーブル席の
利用可能）

お菓子の材料は北海
道産にこだわり、添加
物と保存料不使用で

優しい味♪✿

中富良野町西2線北19号 ☎0167- 44-4770 駐車場○ TakeOut○ （ティールーム営業時）
🕒🕒ティーランチ11:00-16:00頃まで（10月～5月）🕒🕒ティールーム情報はSNS（Instagram/Facebook）、お電話でご確認ください
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真心込めて焼くから「マコト大作戦」。「皆が幸せに
なれたら」と、おやきに龍神様の焼き印を手作業で付け
る。ふわふわ＆しっとりした生地のおやきの中に、どの
種類もたっぷりと餡やクリームが入り、１個がズッシリ。
また食べたくなるのは、その食べ応えはもちろん、店主
壽浅さんのキラキラ輝く星みたいな笑顔★

壽浅さんは、皆に愛されるラーメン店を30年営業した
後、2021年の春におやきのお店をオープンした。個包装
されたおやきは、冷凍などの長期保存やお土産にもぴっ
たり。

マコト大作戦
おやき１種食べたら、もう６種♥

・おやき全７種（各個包装）
（あずき、クリーム、やきいもあんこ、抹茶あずき、
レアチーズ、チョコ、キャラメル）
・寿浅のみそラーメン（袋入り）
・ぶどう果汁入りジンギスカン（冷凍）

おやきは温めても冷や
しても美味しい★袋入
りラーメンはたれ付きで、

レシピは無限大★

中富良野町基線北8号 ☎0167-56-7799 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒10:30-16:00 営業期間：通年 定休日：日・月（不定休有）

昔ながらの製法にこだわり、自作の機械を使い、一層
一層手がけで焼くバウムクーヘン。「本来のバウムクー
ヘンの味を伝えたい」という想いが込められている。

乳化剤と液体ショートニングは不使用なので、一層一
層食べ応えがあり素朴な味。噛むごとに口の中に優しい
味が広がる。味は、メープル、オレンジ、ラムの香り、
紅茶、シナモンと、他のお店にはない珍しい種類ばかり。
おやつとしてはもちろん、個装されているのでお土産に
もぴったり。事前のご連絡で、お歳暮など贈答用の対応
も行う。

バウムクーヘンのHASEGAWA
優しい味が広がる✿一層一層手で焼くバウムクーヘン

・バウムクーヘン5個入り
（メープル・オレンジ・ラムの香り・
紅茶・シナモン味の各種）

・バウムクーヘン３個入り
（リンゴ/クルミ）

中富良野町東9線北12号 ☎0167-44-3556 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒9:00-17:00 営業期間： 5月～12月 定休日：月～木

素朴の良さを感じたの
が第一印象。甘すぎず

後味がすっきりして
緑茶にも合う♪

スイーツが人気
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「ふらの和牛スネ肉の煮込みパスタ」は人気メニュー✿
赤ワインとトマトを使いじっくり煮込んだ牛スネ肉はとろ
～りと柔らかく、ソースは濃厚でパスタによく絡む。トマ
ト、レタス等の野菜や、牛、豚等のお肉など、使用する食
材は、道産や近郊のものにこだわっている。

ゆったり並べられたテーブル席の前には、大きな窓が横
に広がり、山や田園の景色を眺めることができる。森林が
近くにあるので目の前を小動物が通ることもある。また、
店内はバリアフリーに対応し、スロープや手すりを設置し
ている。

その土地の食材を使ったイタリア料理を

・ふらの和牛スネ肉の煮込みパスタ

ショーケースに並べられた
美味しそうな日替わり
ケーキは手作り♪お茶だけ
の利用もできて嬉しい♪

中富良野町鹿討農場 ☎0167-44-3957 駐車場○ TakeOut○ バリアフリー対応○（スロープ・手すり等）
🕒🕒Lunch11:30-15:00/Dinner（要予約）18:30-21:00 営業期間：通年 定休日： Lunchのみ火・水休み

シェーブルは、野菜の素材を活かした洋食レストラン。
運ばれてくる料理は、季節の緑黄野菜や、ソースが美しく
盛り付けられている。お手頃な価格で、このように贅沢気
分を味わえる♪

「本日のセット」は、お魚かお肉のメインを選び、スー
プ、サラダ、自家製全粒粉のパンかライス付き。できる限
り旬の近郊の野菜を使う。季節によって、カボチャのスー
プが登場するなど、変わるセットの内容にウキウキする。
バーニャカウダ（期間限定）は丸いお皿に色鮮やかな野菜
が飾られ、まるで1枚の絵を見ているよう。

ダイニング シェーブル
お手頃な価格で、野菜の素材を活かした色鮮やかな料理を

・本日のセット
（メイン料理、季節のスープ、サラダ、
パンかライス付き）

トマト、ブロッコリー、カ
リフラワー、ズッキーニな
ど、季節の野菜の美味

しさを味わえる。

中富良野町南町7-35 ☎0167-44- 4966 駐車場○ （近隣に公共駐車場有） TakeOut○
※営業状況によるため可能であれば前日に予約をお願いします 🕒🕒Lunch 11:30-15:00(L.O14:00)/Dinner 18:00-21:00(L.O20:00)
営業期間：通年 定休日：7月以降は月曜、秋以降は日曜

ペンション＆レストラン ラ・コリーナ

洋食レストラン
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隅っこから聞こえてきた笑い声。町民の方が集って楽し
そうにお食事★ふらのラテール2階にあるお食事処「華
花」は、入浴しなくても利用が可能★

お食事のメニューは、定食、丼ぶり、お蕎麦、ラーメン
など種類が豊富で、美味しいので何度来ても飽きない。
人気の「あんかけ焼きそば」は白菜、人参、キクラゲなど
たっぷりの具材と、そしてモチモチの麺をトロ～リ餡で絡
めた一品。その他、お食事と入浴がセットになった「とく
とくセット」があるので、ゆっくり一日過ごしたい方は嬉
しい。

お食事処 華花（ふらのラテール内）
お食事だけの利用も可♪窓際の席は十勝岳連峰を一望できる特等席

・あんかけ焼きそば
・天ざるそば（天ぷらと、ざるそば）
・辛味噌にんにくラーメン

レストラン内はカーペット
と座椅子がありゆっくり
過ごせる。広いキッズス
ペースもあって、お子様
連れには嬉しい。

中富良野町東1線北18号 ☎0167-39-3100 駐車場○ TakeOut× 子供に優しい〇（キッズスペース・アニメの上映有）
🕒🕒Lunch11:30-15:00 /Dinner17:00-20:30 営業期間：通年 定休日：なし

１番人気の「醤油ラーメン」はお値段300円台。「安く
てボリュームがあり、美味しい」と、お昼は多くのお客
さんで賑わう。

注文を受けてから揚げる海老やカツは、サクサク出来
たて。店内メニューは豊富で、定食、丼ぶり、ラーメン、
そば、うどんなど様々。カキフライ、コロッケ、春巻き
など好きなおかずを追加することもできる。メニューに
よって付くお味噌汁は、豆腐、人参、キャベツ、長ネギ、
油揚げなど具沢山。その他、ひじき、きんぴら、菜の花
など野菜のおかずもあるので嬉しい。

大衆食堂 満旬屋(ベストム内）
具沢山のお味噌汁や、緑黄野菜のおかずもあって嬉しい！

・醤油ラーメン
・えび天丼・そばセット
・かつカレー
・から揚げランチ

お店の中はカフェテリア形式♪
好きなものを選ぶのが楽しい！

中富良野町東１線北17号 ☎0167- 39-3000 駐車場○ TakeOut× 🕒🕒11:00-15:00(L.O14:30 ) 営業期間：通年
定休日：火 ※水は臨時休業有

お食事処・食堂

15



お昼は食堂として、夜は居酒屋として営業。夜は、仕
事終わりの常連客で賑わう♪お店は、古民家をリノベー
ションしている。店内は、カウンター席の他、1階と2階
にお座敷があり、お子様連れの方も安心✿

お昼の人気メニューは、上富良野産豚肉を使った「焼
肉定食」の他、「肉丼」や「玉子丼」などの丼ぶり。夜
の人気メニューは、「ザンギ」や「焼き鳥」などのおつ
まみ類。卵を10個使用した「厚焼き玉子」は知る人ぞ知
る人気メニュー。こちらのお店では、宴会、テイクアウ
トを受け付けている✿

粋な小将
ランチとしても、居酒屋としても利用できるお店

・焼肉定食
（お味噌汁・漬け物付き）
・厚焼き玉子
・ザンギ

おじいちゃんの家に遊び
に来たような居心地の

良いお店で、長く滞在し
たくなる。

中富良野町南町7-25 ☎0167-44-2816 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒Lunch11:30-13:30/Dinner17:00-21:00 営業期間：通年
定休日：日（宴会などは要相談）

アスパラガスの天ぷら、ホッキ貝のグラタンなど、旬
の野菜、山菜、海鮮を使った季節の一品料理（日替わ
り）が人気。オープン当初から、カツオと昆布を使った
手作りの出汁と、秘伝の八方つゆをベースに調理してい
る。

「カツ柳川風」はオープン当初からある定番メニュー。
一品料理の他、「えび重」「カツ重」など食事メニュー
もあるので、夕食としての利用も可能。事前のご相談で、
予算や人数に合う宴会プランを用意している。

喰い処 彩
季節の旬の食材を贅沢に使った居酒屋

・季節の一品料理
・カツ柳川風
・えび重（お味噌汁・漬け物付き）
・カツ重（お味噌汁・漬け物付き）

出汁の味がしっかり出
ている「カツ柳川風」は
おつまみとしてお酒にも

合う♪

中富良野町南町8-40 ☎0167-44-4065 駐車場○ TakeOut× 🕒🕒17:00-23:00 営業期間：通年 定休日：不定休

居酒屋
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国道沿いにあるカレー屋さん。大きくてモチモチのナ
ンや、スパイスの効いたカレーは、どちらのお店も大人
気。「ココナッツナンセット」や「ハニーチーズナン」
はネパールダイニングにしかない✿

人気メニューは、ナンの中にとろ～りチーズがたっぷ
り入った「チーズナンセット」。これらのナンはプレー
ンナン以外に挑戦したい人におすすめ。その他、“ネパー
ルダイニング”という携帯アプリを使えば、テイクアウト
メニューの注文ができる。

ネパールダイニング
子供も嬉しいね♥キッズセットや小上がりご用意

・チーズナンセット
（カレー・チキンティッカ・サラダ・
チーズナン・ドリンク付き）

・濃厚スープセット
（スープカレー・ライスorナン、ラッ
シー付き）

中富良野町暁町3-15 ☎0167-44-2444 駐車場○ TakeOut○子供に優しい○（キッズセット・小上がり有）
🕒🕒11:00-15:00/17:00-21:00（平日）・11:00-21:00（土日祝） 営業期間：通年 定休日：第2・4週の水

ネパール人スタッフが元気な挨拶で迎えてくれる。木
で統一された店内に、ゾウの置物、アジア風のペンダン
トライトが飾られ、ネパールにいる気分。炭火の釜で焼
くナンは、大きくモチっとして大人気✿

おすすめは、「チーズガーリックナンセット」。好き
なカレーを選び、チキン2つ、サラダ、ドリンクが付く。
人気のカレーメニューは、酸味、甘み、スパイスが絶妙
の「チキンティカマサラカレー」と、ほうれん草を使っ
た「チキンサグカレー」。スパイスは、インドから直接
取り寄せる。

ポカラダイニング（ベストム内）
買い物終わりに本場のネパール料理を

・チーズガーリックナンセット
（チキン2つ、サラダ、ドリンク付き）
・チキンティカマサラカレー
・チキンサグカレー

カレーは本格的。スタッフ
が、いつもにこやかに仕事
をしているのでつい笑顔
になってしまうお店★

中富良野町東1線北17号 ☎0167-44-3276 駐車場○ TakeOut○🕒🕒11:00-21:00(L.O20:30) 営業期間：通年
定休日：第3週の水

1～6まで辛さが選べるスパ
イスカレーがおすすめ★

フワッモチのナンが
美味しい！

カレー屋さん
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素揚げした色鮮やかな野菜がのる「野菜カレー」は皆
の人気メニュー。こちらは農家さんが運営するカレー屋
さん。「旬の食材を食べてほしい」という想いから、野
菜とお米は自家栽培し調達している。

アスパラガス、ピーマン、パプリカ・・・など時期に
よってカレーの上の野菜が変わるのは、朝採りした旬の
野菜を使うから。カレーのルーの半分には、じっくり蒸
し煮したタマネギを使っている。子供さんに対しては、
タマネギの量を多くし、ルーの甘さを調整するなど、お
もてなしの心を忘れません。

北のカレー工房 きらら
野菜本来の美味しさを味わえるカレー屋さん

・野菜カレー
・ビーフカレー
・チキンカレー

いつも従業員や代表
者の方が笑顔で迎えて
くれ、あたたかいお店♪

中富良野町宮町2-1 ☎0167-44-4488 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒10:00-16:00 営業期間： 6月～9月
定休日：営業期間中無休

北海道産のそば粉と小麦粉を使用した弾力のある美味
しいお蕎麦が食べられる。看板メニューは「カレーせい
ろ」と「鶏せいろ」。こちらのせいろには、盛りダレと、
かけ汁をブレンドし提供。盛りダレの出汁には、本ガツ
オ、ソウダガツオ、ムロアジ、そして、かけ汁の出汁に
は加えてさば節を使う。

メニューには、お蕎麦に加えて「スパイスカレー」も
ある♪このカレーは後からくるピリッとした辛さで美味
しい。その他、生蕎麦のテイクアウト（汁つき）ができ
お家で茹でたてのお蕎麦が食べられる。

北星庵
ふらっと♪気軽に立ち寄れる本格的なお蕎麦屋さん

・カレーせいろ
・鶏せいろ

店主さんの「食へのこだ
わり＆ささやかな振る舞
い」で、快適にお食事が

できる♪

中富良野町宮町1-43 （夏季例年） ☎080-1888-5025 駐車場○ TakeOut○ 🕒🕒11:00-16:00  営業期間：5月上旬～10月中旬
定休日：土（リフト営業期間中無休）

お蕎麦屋さん
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こちらは手相占い（時間がある際）をしてくれるラー
メン屋さん。札幌のラーメン屋さんで勤務していた経験
を活かし、昔ながらの製法でラーメンを作っている。

豚、鶏、椎茸の出汁を使ったスープは、あっさりし細
麺がよく絡み美味しい。人気メニューは「塩ラーメン」
で、定番メニューの他には「とんこつラーメン」や
「チャーシューラーメン」「五目ラーメン」があり、豊
富な種類。時期によっては、アスパラガスのトッピング
など、近郊の野菜を使っている。きっと初めて食べる人
も多い「熊笹餃子」は、熊笹の香りがして香ばしい味★

ほしの希
熊笹餃子★手相占い★他にはないラーメン屋さん

・塩ラーメン
・辛味噌ラーメン
・香がし醤油ラーメン
(チャーハン・玉子丼・あんかけ丼
セット有）

優しい店主さんの占いは当
たる！店内には、小上がりや

子供用の絵本が
あり嬉しい♪

中富良野町北町2-35 ☎0167-44-4757 駐車場○ TakeOut× 子供に優しい○（小上がり・子供さんに嬉しいおまけ有）
🕒🕒11:00-20:00 営業期間：通年 定休日：不定休

白濁豚骨スープがこだわりの旭川ラーメン。スープは
新鮮な豚骨を丸一日かけてじっくりと煮込み、鰹節とあ
じ干しで風味を出す。そこにタマネギなど野菜の甘みを
プラスする。

旭川ラーメンの定番は「醤油ラーメン」だが、店主さ
んのおすすめは「味噌ラーメン」♪コクのある味噌スー
プが、具材や麺によく絡む。バターとコーンをのせれば、
まろやかになり二度美味しい。「ピリ辛味噌ラーメン」
も試してみたい。お客さんの好みに合わせ、麺の固さや、
スープの濃さを調整してくれるのが嬉しい★

ゑびす屋
自家製スープが自慢の旭川ラーメン

・醤油・味噌・塩ラーメン
・豚丼（ミニサイズも有り）

バターのコクとコーンの甘
みが、豚骨ベースの味噌
スープに絡まってやみつき

になる美味しさ。

中富良野町本町8-9 ☎0167-44-2970 駐車場○ TakeOut○（豚丼のみ）
🕒🕒11:00-20:00（L.O19:30）※7月～9月は11:00-15:00 営業期間：通年 定休日：火・水

ラーメン屋さん
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食べ物の「本来の美味しさ」＝「自然由来」というこ
と。体に直接取り入れるからこそ、「体が本当に喜ぶも
の」を選びたい。それは人々の健康と自然、そして環境
にも優しい。

オーベルジュエルバステラでは、道内各地の厳選食材
や、自家栽培している無肥料、無農薬の野菜を使ったコ
ンフィチュールや、ピクルスなどを販売。それらは果物
や野菜の素材を活かし、自然な甘さや食感を楽しめる♪
また、月に一度、お客さんの希望のオーガニック製品の
取り寄せを行ってる★

オーベルジュ エルバステラ
「自然由来の美味しさ」と「それを食べる大切さ」を感じられる

・コンフィチュール（アップル＆ジンジャー他）

・ピクルス（ベビーメロン、大豆他）

・自然食品（オーガニック、無添加等）

・オーガニック製品（洗濯洗剤や100％自然由来の
シャンプーなどの日用品）

コンフィチュールのパッケージ
が可愛い。お土産にもぴっ

たり♪

中富良野町鹿討農場 ☎0167-44-3671 駐車場○ TakeOut○（販売商品等）
営業情報 ※完全予約制のため事前にお電話をお願いします

国道沿いにある西中地区の農家さんが運営する直売所。
メロン、トマト、ミニトマト、トウモロコシなど、時期
によって25種類以上の野菜が揃い、店内はカラフルにな
る。その日に採れた地元の旬の野菜は、どれも新鮮で美
味しい。

子供も大人も笑顔になる理由・・・それは砂川市岩瀬
牧場の採れたてミルクと厳選イチゴのソフトクリーム★
ソフトクリームの他には、一度スムージーにして凍らせ
たメロンキューブのドリンクがあり、暑い夏にぴったり。
気軽に立ち寄り、座って食べられるところが嬉しいな♪

西中直売本舗
子供から大人まで皆が笑顔になれる野菜等直売所

・ソフトクリーム
・カットメロン
・いちごけずり
・メロンキューブドリンク
（カルピス・サイダーの2種類）

・地元の新鮮野菜

どの野菜も手頃な価格
で美味しく、お家で毎
回ちがう野菜料理に

挑戦！

中富良野町東１線北18号 ☎0167-44-3922 駐車場○ TakeOut○🕒🕒9:30-17:00 営業期間： 6月下旬～8月下旬 定休日：木

オーガニック製品

野菜等直売所
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山を少し越えて静かな奈江地区にある美術館。廃校に
なった小学校を改築した美術館の中には、木枠の大きな
窓の部屋があり、そこから廊下を進むと元々体育館だっ
たスペースに着く。朝日のあたる芦別岳の絵など、奥田
修一さんが描く北海道の風景絵画は、私たちが実際に見
たことのない景色ばかりでウットリする。

絵を見た後は、敷地内の風景画家の庭で「ピクニック
セット」はいかがですか？香ばしいクッキーとコーヒー
をいただいて一休み。庭を散歩している猫ちゃんに出会
えるかも。

カフェ銀ドロ（北海道風景画館内）
小学校を改築した美術館は山や森の静けさに包まれている

・ピクニックセット
（コーヒー・クッキー付き）

・琥珀（狭山微醗酵茶）

春はタンポポ、夏は木漏
れ日の木々、秋は色づく
紅葉、、、美しい景色の
中に、風景画館という建

物がある。

中富良野町奈江（無番地） ☎0167-44-4477 駐車場○ TakeOut○(庭への持ち込みが可能）
🕒🕒10:00-15:00（入館） 営業期間：令和4年度は4月29日～10月10日 定休日：月（祭日の場合は翌日）

美術館
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この冊子についてのお問い合わせ先

中富良野町役場企画課
北海道空知郡中富良野町本町９番１号

☎ ０１６７－４４－２１３３
FAX ０１６７－４４－４８７６

※冊子に掲載しているお店の情報は、
令和４年度４月までに取材した情報
であり、お店の営業状況によっては
変更されている可能性があります。
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