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発行：当別まちづくり会社
辻野建設工業内

TEL：０１３３−２３−２４０８

そば切り高陣（蕎麦・スープカレー）
当別町錦町２９４−４ ふれあい倉庫内
TEL 0133-27-5524
営業日：1 0 : 0 0 ~ 1 5 : 0 0
定休日：月曜日

DAN-LAN（レストラン）

当別町下川町123-15 TEL 0133-27-5220
営業時間：11：00〜21：00
※18時までに予約がない場合18時で営業終了

定休日：第1火曜・水
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焼肉じゅうじゅう（焼肉）
当別町園生53 TEL 0133-22-2323
営業時間：17:00 〜 22:00
定休日：不定休

当別やきとり（焼き鳥）
当別町弥生52 TEL 0133-23-3900
営業時間：17：00〜24：00
定休日：日祝

夢の国

キャッシュレス一部対応
充電使用可能
Wiﬁ使用可能
駐車場有（台数制限有）
授乳・オムツ替えスペース
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当別町弥生52 TEL 0133-23-2414
営業時間：16：00〜23：00
定休日：火曜日

つぼ八 当別店（居酒屋）

当別町園生55-18 TEL 0133-22-2877
営業時間： 日〜木 17：00〜23：00
金・土 17：00〜24：00

番屋（居酒屋）

当別町園生416
TEL 0133-22-2385
営業時間：17：00〜1：00
定休日：月曜日

田西会館 田゛
んだん（レストラン）
当別町弥生1091 TEL 0133-23-4050
営業時間：11:00〜14:30
定休日：年末年始

美味しいお蕎麦と野菜
ソムリエが作る
スープカレーのお店
田舎そば好きにgood！

ケーキの販売やビュッフェス
タイルのランチ、フレンチ
スタイルのディナーを楽しめ
るお店でそれぞれの職人さん
が手作りしてます
学生にも人気のジンギスカン
定食や牛カルビ定食などが
人気 焼肉、ホルモン、
ジンギスカンなどくせが
つよくなく食べやすいと好評

当別町役場
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白樺
コミ二ティセンター
白樺公園
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P
総合体育館

P

総合保健福祉
センターゆとろ

駅
当別
狩
J R石

チップイン

美
←太

ボリューム満点・
リーズナブルなお値段です。
やきとり梅がお気に入り
（まち社長）

小林商店

（お魚造り可）

そばは手打ち、味噌カツは自家製
味噌で、浅野農場の豚肉です
豚串も人気あります

若鶏の半身揚げと本マグロの
お刺身がおすすめです
個室で区切られたスペースで
小さなお子様づれや会社の飲み会も

当別小学校
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喫茶ここの
ピザトーストセット

消防署

紙ひこうき
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ちゅうか慈元（中華）
当別町弥生6564 TEL 0133-23-3993
営業時間：11:00〜14:00 17:30〜1:30
定休日：水曜日

喫茶ジュノン（カフェ）
当別町弥生51 TEL 0133-23-2851
営業時間：10:00〜15:00
定休日：日曜日

焼肉なんこう園 当別店（焼肉）
当別町弥生52-28
TEL 0133-22-1129
営業時間：17：30〜21：30
定休日：不定休

当別からあげ工房日の丸亭（お弁当）

ラーメンセットのメニューと
中華メニューも豊富で
町外からも来店者が多い

キーマ風ポークカレーが人気。
ソフトアイス、ハンバーグ、
スパゲティもあります。

富士屋旅館

からあげでかいよ！
作り立てで温かいお弁当！

Coffee Stand 4FOUREST.（カフェ）

パフェとラテアートと
ランチのタコライスが
人気です

当別町末広380-7 TEL 0133-29-1912
営業時間：11:00〜20:00
定休日：月曜日 冬季休業

カフェ ド ルース（カフェ）
当別町末広1654-60 TEL 0133-23-2522
営業時間：11：00〜日没まで
定休日：月〜土曜日

藤沢製菓さんのバンズと
スマイルポークを使用した
パテからなる
当別バーガーのお店

※各飲食店の営業時間や・設備・決済状況はその都度変わる可能性があります。
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いちいの木

フォレストパフェ
ビジネスホテル ANDO

４FOUREST
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北海屋旅館
とうべつ バーガー

当別神社
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石狩郡当別町元町

夏まつり、冬まつりイベント沢山の
公園です。花火大会も行われます。
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アークス

つじの蔵
まめちゃんソフト

タレやキムチはすべて自家製。
国産牛にこだわってます。
その他食べ放題あり。

当別町弥生52 TEL 0133-23-2024
営業時間：水〜月 10：00〜20：00
火 10：00〜13；00
定休日：火（13時〜）
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伊達邸別館
当別伊達記念館
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ナマステ（カレー）
当別町白樺町58-2 TEL0133-22-2225
営業時間: 11:00〜15:00 17:00〜21:30
定休日：なし

喫茶ここ（喫茶店）
当別町弥生52-6
営業時間：6：00〜17：00
TEL 0133-23-3551 定休日：土曜日

風街カフェ（カフェ）

当別町白樺町60-29 TEL 0133-27-6081
営業時間：11：00〜20：00（4〜10月）
11：30〜19：00（11月〜3月）
定休日：月〜金

おひさま（カフェ）

当別町白樺町58-9当別町役場３F
TEL 050-3514-4010
営業時間：12：00〜15：00
定休日：土日祝

コール（喫茶店）
当別町弥生51 TEL 0133-22-2024
営業時間：11：00〜22：00
定休日：日曜

紙ひこうき（カフェ）
当別町元町140 TEL 0133-23-4005
営業時間：水〜日 11；00〜17：00
17：00以降は要予約 定休日：月・火

チーズナンセットがおすすめ
チーズチキンカレーも人気
ナンとライスがおかわり
出来てボリューム満点
モーニングやってます！
家庭的な味の日替わり朝ごはんが
オススメ！白いオムライス、
手作りスウィーツも人気です！
自家焙煎のコーヒー、
地元野菜を
ふんだんに使った
ランチ＆ディナーがおすすめ
日替わり定食がおすすめ。
自然の農法のお米と野菜を
中心にしたヘルシーな
お食事です。
軽食、定食、焼き肉（予約制）
も楽しめる。メニューが豊富。
マスターはゴルフの達人

大塚農場の小麦を使った手作り
ピザとパスタがおすすめ
自然に囲まれた
閑静なログハウスが目印
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大成寺

滝乃湯

職人気質な店主が調理する
炭焼きの串や魚介類、
厚焼き卵、お蕎麦もおすすめ

とんかつスタミナ定食がおすすめ
お客様に幸せな時間と空間を
提供する 個室スペース有
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阿蘇公園
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→
大学

ふれあい倉庫
ぎん平（蕎麦）

15

当別高校
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当別川
蝦夷酒場はっぴー（カラオケ）
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当別町弥生51-57 ２F
TEL 0133-23-3730
営業時間：11：00〜2：00
定休日：不定休

この春JBOX跡にオープン！
道内各地の名産品など美味い物だけ
を店主自ら厳選！カラオケ・
ダーツ・個室完備。最大50名収容！

つじの蔵（スイーツ）
当別町幸町2-13 TEL 0133-23-2871
営業時間：10:00〜17:00
定休日：年末年始

Cafe & Kitchen Offshore
（カフェ・レストラン）

当別町弥生51-26 TEL 0133-27-5414
営業時間：春夏 11：00〜23：00
秋冬 11：30〜21：00
定休日：水
第1・3木曜

カレーハウス 伽羅（カレー）
当別町幸町53-107 TEL 080-4041-7022
営業時間：11:30〜19:00
定休日：月・火曜 冬季
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海外風のおしゃれな内装のカフェ
バーガーやパスタ、ドリンク
広々とした店内で集まりも
OK！
小さなお子さん連れでも安心

占い＆リーディングやってます！
（３時間以内2,000円、要前日予約）
カレーは素朴な味わいで
リーズナブル！

藤澤製菓（菓子処）

1924/4/8創業の老舗菓子店
洋菓子・和菓子・パンなども
北海道産米粉を使ったシフォン
ケーキは小麦粉にアレルギーが
ある方でも安心

もとじ（串カツ・駄菓子）

大阪で修業した本場の味！
おでんも美味しく、
飲み放題もあります。
ソースの二度漬け禁止やで！

当別町弥生51 TEL 0133-23-2050
営業時間：月〜土9：00〜19：00
日曜日9：00〜16：00
定休日：元旦

当別町弥生51 TEL 090-6213-3687
営業時間： 16：00〜22：00
定休日：木

かよてい（カフェ・定食）

当別町元町833-24 TEL 0133-29-1818
営業時間：11：00〜15：00
定休日：４月〜11月 水・日・祝
12月〜 3 月 金・土・日・月

HEREA＋（カフェ）
当別町園生294-53 TEL 0133-23-2239
営業時間：10：00〜23：00
定休日：不定休

居酒屋 しらかわ（居酒屋）
当別町弥生283 TEL 0133-22-0767
営業時間：15：00〜23：00
定休日：第1・3日曜

ジビエ工房 Deer Shop（販売）
当別町弥生52-19 TEL 0133-23-2900
営業時間：10:00 〜 18:00
定休日：月曜定休（祝日の場合は翌日）

カナディアン（カフェ・定食）

当別町弥生53 TEL 0133-23-2336
営業時間：11：30〜21：00
1・2月のみ17：00〜21：00
定休日：火曜

つくし家（カフェ）
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当別町産大豆を使った
寄席豆腐と納豆、
豆乳ソフトクリームは人気
（夏期のみ）

当別町弥生2274 TEL 0133-22-2685
営業時間：
ふれあい喫茶（火）10：00〜14：00
つくし家食堂（水）12：00〜13：00

野菜を豊富に使った沢山の小鉢が
並ぶ栄養満点の定食！
毎朝作る、”本当の”日替わり
定食がおすすめです！
ヴィーガンフード＆スイーツ
スペシャリティコーヒー
クラフトビールやワインが
愉しめる空間です
旧信長店舗
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田舎料理的なお通し
（5品程度）がおすすめ
家庭的な雰囲気がgood
自社ハンターによる良質なエゾシカの
捕獲から、処理・加工・販売
までこだわりを持ち、一貫し
た流れで対応しています。
エゾシカバーガーが人気です！

P

お好み焼きと種類豊富な
安くてうまい定食が
ウリです！
食堂は週替わりでセットメニューを
用意しています。
なくなり次第終了です。
パン・菓子も作っています。

P
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お食事処いずみ（定食系）
スターライト1509-222
営業時間：11：00〜15：00
定休日：日

かめや（定食）
当別町太美町23-10 TEL 0133-26-4223
営業時間：12：00〜18：00
定休日：日・月・火
Summer house cafe Na-yaなぁ〜や（カフェ）

当別町ビトエ1130-39 TEL 080-5596-3932
営業時間：木〜土 9：30〜16：00
日 9：30〜15：30
定休日：冬季休業（10月末〜5月）

レストランAri（レストラン）
当別町スウェーデンヒルズ2-3-2
TEL 0133-26-2425
営業時間：11：30〜14：30
定休日：火・第２水曜

太美銘泉 万葉の湯お食事処
（レストラン）

当別町太美町1695 TEL 0133-26-2130
営業時間：10：00〜翌9：00
定休日：無し
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ｺｰﾋｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ1級の資格を持つ店主が
オーダーメイド自家焙煎珈琲を
提供しています！ランチの
ホットサンドも人気です！

とんかつ定食・日替わり定食が
おすすめ！お値段安いです！
田舎のお母さんの味！

地元小麦を使った自家製
手打ちパスタのお店
人気店なので予約確認が
オススメ

人気№１はあんかけ焼きそば！
№２は天丼！
※飲食のみの入館可

道の駅とうべつ

石狩郡当別町当別太774番地11 TEL 0133-27-5260
営業時間：10:00〜18:00
定休日：年末年始（12/30〜1/3）

テルツィーナ（レストラン）

営業時間：
11：00〜18：00（L.O.17：00）
当別産のお米を使った
【焼きリゾット】や当別産小麦の
【生パスタ】をぜひ味わってください！

高陣（そば）

太めの【そば】と、出汁の効いた
【スープカレー】が自慢です！
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とても昔 この辺で元々暮らしている人は一人も
いませんでした。
人が暮らせるようになる前の当別は、木でおお
われたジャングル。沼地で寒くて人が住めるよ
うな場所じゃなかったので非常に苦労しながら
開拓し、まちを作ってきたのです。
なので今当別で暮らしている方々やご先祖は遠
くの地からきた移住者。
時には仲間と別れたり、意地悪をされたり悲し
い思いをしながら、それでもここに住むという
強い気持ちをもって仲間を信じて０から何年も
かけて開拓された土地です。
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鮨 銀隣

ロイズふと美
工場直売店

ノルト
エッセン

47
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編
郊外

P

カフェ
メギ
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石狩平原
カントリー
クラブ

裏・蕨岱
金沢・東
太美・

北海道医療大学薬学部付属
薬用植物園
51
北方系生態観察園
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ハッピーバレー
ゴルフクラブ札幌
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ヒルズ
ーデン
スウェ
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当別ってサムライ
が作った町だったの？

当別って宮城県の岩出山から来たお侍さん達が
作った町だったのって知っていますよね？
みんなこの地を選んで遠くの町から生きるため
に移住してきたのです。

変わったカタチのコンビネーション遊具
サッカー場、テニスコート有り

毎日食堂

44
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本格中華・和食洋食あり。
各種パーティー・宴会予約あり。
ゴルフ利用では
無いお客様も
ご利用頂けます

P

札幌から一番近い道の駅
中庭の風が心地よい、オシャレな建物
野菜の直売所やイベントがたのしい！
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Summer house
cafe Na-ya
なぁ〜や

はなポッケ
上当別店

スウェーデン
ヒルズゴルフ
倶楽部
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50
51
52
53
54

54

53

55

きみかげ
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マークウェイ

当別そば処 福住

かばと製麺所
道
家具工房
海 学駅
北
大
R
J旅する木
療

42

58

医

56

大人の隠れ家
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カイト＆フォックスカントリー
クラブレストラン（レストラン）
当別町茂平沢3800 TEL 0133-23-0200
営業時間：4月下旬〜11月上旬
11：00〜15：00

カフェ メギ（カフェ）

当別町金沢1692-2 TEL 090-8896-0334
営業時間：４月下旬〜11月上旬
10：00〜17：00
定休日：金

ノルトエッセン（パン）
当別町字金沢2006 TEL 0133-25-5110
営業時間：10：00〜18：00
定休日：火（12月〜３月冬季休業）

337

P

45

北欧の風 道の駅とうべつ

P

あんかけ焼きそば・サーロイン
ステーキ・ジンギスカン鍋
（一人用セルフ）など。
ゴルフ利用では無いお客様も
ご利用頂けます
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肉まんなど
スキーをした後
手軽に食べられる

当別町字金沢1757
TEL 0133-23-1211
営業時間：10：00〜17：00
定休日：土日祝 学校の定める休日

医療大学食（食堂）

当別町字金沢1757 TEL 0133-23-1211

基礎棟食堂・中央食堂1階・2階・20周年記念館食堂

営業時間：11：00〜13：30
定休日：土日祝 学校の定める休日

当別そば処 福住（蕎麦・定食）
当別町樺戸町101 TEL 0133-22-2788
営業時間：火〜日 11：00〜18：30
定休日：月

かばと製麺所（うどん）

当別町樺戸町356 TEL 0133-22-3377
営業時間：４月上旬〜11月上旬
11：00〜15：00
定休日：冬季休業

きみかげ（パン）
当別町東裏1756-18 TEL 0133-27-6021
営業時間：10：00〜17：30
定休日：日・月

ドライブインまーくうぇい
（ラーメン・和食）

当別町金沢332 TEL 0133-22-2011
営業時間：11：00〜15：00
定休日：不定休

Bagel・dog さんりん舎（カフェ）

蕨岱2315-33 TEL 080-5588-3003
営業時間：4月〜10月 11：00〜17：00
（6〜8月は18：00まで）
定休日：月・火第3水曜

スマイルポーク（お肉・ソフトクリーム）
石狩郡当別町対雁10 TEL 0133-22-4129
営業時間：10時〜17時
定休日：水曜日

P

値段の安さがウリ。
ラーメン・カレー 500円〜
トリッキーなコースなので
腕があがりますよ

P

当別産の無農薬野菜を使った
軽食・デザートを販売してい
ます。また、レンタルスペー
ス・雑貨屋も併設。

P

道産小麦・天然酵母・
添加物なしのパン屋さん
カフェスペース有

P

医療大ダブルトールカフェ（カフェ） 東京で人気の味が当別でも…！

さんりん舎

Ari（パン）

当別産小麦の薄焼きパンで
新鮮な野菜を巻いた
【ピアディーナ】は花束の
ようでボリューム満点です！

JR 石狩太美駅
当別観光情報プラザ FIKA

ごくごく普通のおいしいご飯です。
1000円でお釣りの出る
ご飯です。各種おそうざい
も取り揃えています
農家の朝採れ新鮮野菜と
自家製の発芽玄米を
使用したメニューが
ウリです。
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当別観光
情報プラザ
FIKAフィーカ

遊遊公園

P

ゴルフ利用では
無いお客様も
ご利用頂けます

当別町字弁華別4647 TEL 0133-23-1101
営業時間：平日 11：00〜16：00 土日 10：00〜16：00
定休日：ゴルフ場のオープン期中
当別町字弁華別4647 TEL 0133-23-1101
営業時間：11：00〜17：00
定休日：スキー場のオープン期間中

なかむら ラーメン

35

当別の
秘密の話

37

スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部
RESTAURANT Leksand（レストラン）

北欧の風

ふとみ銘泉
万葉の湯

豊かな自然に囲まれた札幌郊外に
置する、ふと美工場内にあるお店です。
濃厚なミルクの味わいが楽し
めるソフトクリームも販売
しています。

TEL 0133-26-2321
営業時間：平日7:00〜 土日祝6:00〜 金土日 11:30〜
定休日：冬季 月〜木

45

COFFEE
SANATIC

本家なかむら

石
狩
金
沢
駅

太美町1695-95 TEL 090-8270-5551
営業時間：平 日 10：00〜17：00
土日祝 10：30〜17：00
定休日：火 第２・３土曜

P

季節ごとのメニューと
ゴルフ場の景色が楽しめます。

当別町字茂平沢3382 TEL 0133-23-0220
営業時間：15:00〜20:00
定休日：金

石狩平原カントリークラブスキー場（スキー・定食系） ラーメン・カレー

駅

42

COFFEE SANATIC（カフェ）

使った小鉢御膳が人気です！
遠方からもお客さんが来ら
れる評判っぷり

38

太美飯場屋

学

41

ビトエ640-15 TEL 050-3786-3723
営業時間：9：00〜17：00
定休日：なし

39

石狩平原カントリークラブ （ゴルフ・レストラン）

大

40

ロイズふと美工場直売店（菓子処）

農園レストラン
ぺこぺこのはたけ

ぺこぺこのはたけ

農園レストランぺこぺこのはたけ
（レストラン） 畑で育てたお野菜をたっぷり

太美町1481-6 TEL 0133-27-6440
営業時間：11：00〜17：00
定休日：（今年は）4月上旬まで冬季休業
通常：土曜日(第1,第3,第5)・日曜日・祝日

36

47

療

39

テールラーメンが一番人気!で
おいしい！と太美で有名な
お店 焼肉メニューもあり

P

ハッピーバレーゴルフクラブ札幌レストラン

医

38

太美町1499-47 TEL 0133-26-2039
営業時間：平日 11：00〜15：30 17：00〜21：00
土日祝 11：00〜21：00
定休日：月曜（祝日の場合は火曜）

34

46

道

37

本家なかむら（ラーメン）

海鮮メインの居酒屋
家族連れお越しください。

海

36

当別町太美町1495-10
TEL 0133-26-3080
営業時間：17：00〜23：30 定休日：火

太美編
別
西当
40

P

北

35

太美飯場屋（居酒屋）

P

お食事処いずみ

JR
太 石
美 狩
駅

34

畑の真ん中にあるお寿司屋さん！
当別町太1078-8 TEL 0133-26-3423
茶碗蒸しとあら汁のついた
営業時間：11：30〜14：00
14：00〜19：00（テイクアウトのみ） ランチは安くておすすめ！
定休日：月

39

夏場は水遊び OK ！
小さな子も遊べる遊具も

石
狩
太
美
駅

33

あいあい公園

鮨 銀隣（寿司）

場所は医療大奥の建物10F
当別町のパッチワークのような
田園風景を一望できますよ！

P

学生気分でリーズナブルな食事。
メニューも豊富です。
一般の方も食事利用が
できます。

P

当別町産の野菜を使用した
サクサクの天ぷらと
お蕎麦が頂けます。
そばソフトもおすすめ！

P

当別町産の小麦を使用したコシのある
うどんとダイナミックな天ぷら
に魅了されたファンが連日列
をなす人気店です！

P

ハード系のパン屋さん
山食・クロワッサンが
おすすめ！

トンカツ・ヒレカツ
（味噌だれ）
ラーメンセットがおすすめ

P

P

土日祝限定のベーグルランチ 天然酵母
のベーグルを手作りしてます。
旧蕨岱小学校舎にドッグラン
があり利用できます
P
豚肉特有の臭みがない」「灰汁(アク)がほと
んど出ない」など、さまざまな特長の中でも、
とりわけ「脂身の美味しさ」に
ついては多くの専門家々からも
高い評価をいただいています。

P

スマイルキッチン（定食系）

当別 浅野農場で育てた自慢の
【SPFポーク】を使った
メニューをたのしめます！

発行：当別まちづくり株式会社

協力：当別地域おこし協力隊

