
平成28年度 北海道観光振興機構 広域観光推進事業

空知の「ワイン」と「食」から
空知の魅力にふれる旅をどうぞ!!

期間 2016年8月
（11月6日まで）（８月10日から）
11月

観光タクシーで巡る

タクシー貸切（小型）事前予約制

3時間コース
￥4,0001台当り （税込）

※先着予約 50台（組）まで

日の出交通㈱  ☎0126-22-2773日の出交通㈱  ☎0126-22-2773

岩見沢市観光協会  ☎0126-22-3470岩見沢市観光協会  ☎0126-22-3470

事　業　名：平成28年度 北海道観光振興機構　広域観光推進事業　『そらちワイン＆フードツーリズム』
事業委託先：そらちワイン＆フードツーリズム推進協議会
　　　　　　（岩見沢市観光協会、そらちワインピクニック実行委員会、岩見沢地区ハイヤー協会、三笠市観光協会）

事　業　名：平成28年度 北海道観光振興機構　広域観光推進事業　『そらちワイン＆フードツーリズム』
事業委託先：そらちワイン＆フードツーリズム推進協議会
　　　　　　（岩見沢市観光協会、そらちワインピクニック実行委員会、岩見沢地区ハイヤー協会、三笠市観光協会）

※設定台数が売り切れ次第、本事業は終了となりますので予めご了承ください。※設定台数が売り切れ次第、本事業は終了となりますので予めご了承ください。

岩見沢地区ハイヤー協会にて運行致します
・日の出交通㈱  ・岩見沢小型ハイヤー㈱  ・岩幌交通㈲

（受付時間 8:00～17:00　前日までに予約をお願い致します。）

（営業時間 9:00～17:00）

（

（ ）

）

モニターツアー

ツアー
参加者特典

料 金

6時間コース
￥8,0001台当り （税込）

※先着予約 60台（組）まで

料 金

1 2ワインに合うおつまみとしておすすめの
『岩見沢産・塩ゆで落花生（1袋）』（冷凍保存） 又は
『落花生スモーク（2袋）』（冷凍保存）を
タクシー１台につきプレゼント

※８月～９月中旬頃……落花生スモーク（2袋）
　９月中旬～11月………塩ゆで落花生（1袋）　の予定ですのでご了承ください。
※商品引換場所：岩見沢駅舎内１階『イワホ』（営業時間7:30～17:30まで。
　時間内に引換されない場合は、権利放棄されたものとみなします。）特典の引換券は当日

ドライバーよりお渡し致します

宝水ワイナリーオリジナルの
『ぶどうソースソフトクリーム』
タクシー１台につき
１個プレゼント

※商品引換場所：宝水ワイナリー
　（営業時間10:00～17:00まで。時間内に引換され
　ない場合は、権利放棄されたものとみなします。）

大地のテラス

おすすめ！！
フードガイド

岩見沢市栗沢町上幌2203
☎ 0126-33-2020
　 平日11:00～15:30（14:00まで入店）
　 土・日・祝は、15:30まで入店可能
　 18:00～21:00（19:00まで入店）
　 なし

1本1,080円

昼食：予約不可　夕食：予約可能
昼：￥1,620～　夜￥3,780～（シュラスコ付）

農家直営のビュッフェ式ファームレストラン。
本場ブラジルのシュラスコ料理。

タクシー
予約先

企　画

事業の
問合せ先

営

ＢＹＯ

お米１合サービス（おぼろづき）
（「ワインタクシー利用」と店員に伝えた方限定）

特典

「道産ワイン3種飲み比べセット」
通常￥2,400→￥1,500（税別）にて提供

特典

有そらちワイン

休

夕日ヶ丘レストラン 善生

岩見沢市栗沢町栗丘124
☎ 0126-45-5111
　 11:00～15:00（LO14:30）
　 17:00～21:00（LO20:00）
　 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
　 ※不定休あり

1本1,080円

昼食：予約不可　夕食：予約可能
昼：￥1,000～　夜￥2,000～

洋食メニュー
お店から眺める夕陽の景色と自慢の米を始め近
隣農家の野菜果物を使ったファームレストラン。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

休

カフェレストラン ピーノ

岩見沢市10条西1丁目7-2
☎ 0126-35-7056
　 11:00～14:30（LO14:00）
　 17:30～22:00（LO20:30）
　 火曜日（祝日の場合は翌水曜日）

1本1,080円

昼：￥1,000～　夜￥2,500～

イタリアン料理
岩見沢を愛し地産地消、ヘルシーに拘っ
た料理。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

レストラン BIG LOG
メープルロッジ

岩見沢市毛陽町183番地
☎ 0126-46-2222
　 11:30～21:00（LO20:30）
　 年中無休

1本500円

昼：￥1,000～　夜￥1,000～

地元の野菜を使ったサラダやスープ、創
作料理のビュッフェランチや経験豊富で
腕自慢の料理長が作る洋食料理。

営

ＢＹＯ 有そらちワイン

Ｇｏｎｊｉ

岩見沢市2条東1丁目2-1
☎ 0126-22-7681
　 平日11:30～14:30／18:00～22:00
　 日・祝11:30～14:30／17:30～21:00
　 月曜日

1本1,080円

昼：￥1,000～　夜￥2,000～

創作イタリアン料理
岩見沢の米、小麦などの地元食材や、道
産の魚介類を使ったこだわりメニュー。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

きじまるくん

岩見沢市日の出町604-1
☎ 0126-22-1441
　 11:00～16:00
　 水曜日

無料

昼：￥1,000～

キジ料理専門店
岩見沢特産のキジ肉を使った和食料理。
障がい者施設の方が運営するお店です。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

レストラン コロナ

岩見沢市2条西3丁目
☎ 0126-22-0645
　 11:00～22:00
　 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

1本500円

昼：￥1,000～　夜￥1,000～

洋食メニュー
岩見沢中心街の老舗料理店。ハンバー
グ、ビーフシチューがおすすめ。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

ミカサノ食堂

三笠市岡山78-22
☎ 0126-72-2267
　 11:00～18:00（LO17:30）
　 土曜日は20:00まで
　 不定期

1本500円

昼：￥1,000～　夜￥1,000～

カレーやラーメンが人気で、地元食材を
生かした料理とスイーツのお店。

営

ＢＹＯ 有
（三笠ワインのみ）
そらちワイン

休

レストラン コロナのテラス

岩見沢観光物産拠点センター “イワホ”

岩見沢市9条西4丁目 市民会館まなみーる1Ｆ
☎ 0126-23-0113
　 11:00～22:00（LO21:00）
　 不定休

岩見沢市有明町南1番地1 
JRいわみざわ複合駅舎 1階 〔駅直結〕
☎0126-35-4136　　7:30～17:30　　年中無休

1本500円

昼：￥1,000～　夜￥1,000～

洋食メニュー
市内のコロナの姉妹店。

岩見沢市をメインとした近
隣市町のお土産品（特産
品・物産）販売を行ってい
る施設です。鉄道に関す
る商品も取扱っており、カ
フェも併設しております。

営

ＢＹＯ 無そらちワイン

休

営 休

市川燻製屋本舗

岩見沢市大和3条5丁目29〔岩見沢駅より車で約10分〕
☎0126-20-0300　　10:30～17:00　　日曜日・祝日

岩見沢市にある小さなス
モーク専門店で、燻製を
知り尽くした “煙の魔術
師” こと市川社長が生み
出した芸術品とも言える
商品です。全国の物産展

でも大人気のお土産品です。

営 休

NORTH  FARM  STOCK

岩見沢市志文町292-4〔岩見沢駅より車で約15分〕
☎0126-35-5251　　10:00～18:00　　年中無休

ノース ファーム ストック

地元の新鮮な食材、北海
道産にこだわった手づくり
商品（ジャム、ジュース、農
産加工食品）を取り揃えて
おります。こだわりの味は
もちろんのこと、お洒落な

ビンや容器は女性に大人気の商品で、お土産に最適
です。カフェも併設しております。

営 休

北の大地マルシェ（農産物直売所）

岩見沢市北村豊正649番地 JAいわみざわ大富支所
旧資材店舗 〔岩見沢駅より車で約20分〕
☎090-9510-3881  　9:00～16:00（10/30まで）　  水曜日

岩見沢市北村地域の農家さ
ん達が開設した施設で、「農
産物直売所」「消費者交流イ
ベント企画」「加工施設」を
運営しております。落花生
を栽培･加工している地区で、

９月中旬～は「塩ゆで落花生」も販売しております。
　※大人気のため売切れの場合はご了承ください。

営 休

空知ワインステーション

岩見沢市4条東1丁目 ホテルサンプラザ1F
☎ 0126-25-8825
　 平日11:30～15:00／18:00～22:00
　 日・祝11:30～15:00
　 年中無休

不可

昼：￥1,000～　夜￥1,000～
札幌以北最大のワインSHOP＆レストラン
BAR。ワインに合うしっかりとしたお食事も含
め、昼は気軽なランチを楽しめるカフェバー。

営

ＢＹＯ 有そらちワイン

休

●本ツアーには食事代金は含まれません
のでお客様各自にてお支払い下さい。
●お店によっては、混雑している場合も
ございますので予めご予約されること
をおすすめいたします。

岩見沢発着

そらちのお土産品おすすめガイド

とは…「Bring Your Own」の略で、お客様が飲みたいワイン（お酒）を持ち込んでお店で楽しんでいただくシステムです。持ち込む場合は、BYO料金（持込料）を
　　　お店にお支払いください。空知ワインを取り揃えているお店が少ないためご了承下さい。

ＢＹＯ



⑦ナカザワヴィンヤード
岩見沢市栗沢町加茂川140-2
※見学不可、直売所はありません

⑥KONDOヴィンヤード
岩見沢市栗沢町茂世丑774-2
※見学不可、直売所はありません

モニターツアー プラン内容

タクシー（小型）貸切３時間コース
料金：１台当り ￥4,000（税込）
※乗車時にタクシー乗務員へ現金にてお支払いください

空知地域にて小型タクシーを３時間貸切した場合、
目安として１台16,680円です。目安料金とモニター料金の差額は
本事業費より補填されます。

岩見沢
市内

このプランは、平成28年度 北海道観光振興機構 広域観光推進事業により実施するものです。
ご利用にあたっては、アンケートにご協力いただくことが条件となりますので、予めご了承ください。
※観光目的以外（単純移動手段など）のご利用は、固くお断りいたします。
　観光目的以外での利用が判明した場合は、通常料金をご請求いたしますので、予めご了承ください。

モニター料金について

●ご利用は、1台あたり１～４名様まで
●上記料金は、小型タクシー３時間分の貸切料金のみです。
　食事代、施設入場料、駐車料等は一切含みません。
●３時間以内で訪問地を変更することは可能ですので、
　タクシー乗務員と相談のうえコースを決定してください。
　タクシー車両が岩見沢発～岩見沢着で3時間以内のコース設定です。
●下記に３時間モデルコースを記載しますので参考にしてください。
●お客様の都合により３時間を超える場合は、30分あたり￥2,780円
（税込）がかかります。基本料金（３時間：￥4,000）と追加代金は
乗務員へお支払いください。
　※３時間コースの出発後、途中で６時間コースへの変更はできません。
●助成金事業のためアンケートにご協力いただくことが条件となり
　ますので予めご了承ください。

タクシー（小型）貸切６時間コース
料金：１台当り ￥8,000（税込）
※乗車時にタクシー乗務員へ現金にてお支払いください

※TAKIZAWAワイナリー：有料テイスティング（3杯）＠￥540あり。
　その他のワイナリーは、売店にて購入時用の無料試飲があります。

空知地域にて小型タクシーを６時間貸切した場合、
目安として１台33,360円です。目安料金とモニター料金の差額は
本事業費より補填されます。

モニター料金について

●ご利用は、1台あたり１～４名様まで
●上記料金は、小型タクシー６時間分の貸切料金のみです
　食事代、施設入場料、駐車料等は一切含みません。
●６時間以内で訪問地を変更することは可能ですので、
　タクシー乗務員と相談のうえコースを決定してください。
　タクシー車両が岩見沢発～岩見沢着で6時間以内のコース設定です。
●下記に６時間モデルコースを記載しますので参考にしてください。
●お客様の都合により６時間を超える場合は、30分あたり￥2,780円
（税込）がかかります。基本料金（６時間：￥ 8,000）と追加代金は
乗務員へお支払いください。
●助成金事業のためアンケートにご協力いただくことが条件となり
ますので予めご了承ください。

３時間 モデルコース
土日
祝日

岩見沢
市内

岩見沢
市内

土日
祝日

岩見沢
市内

岩見沢
市内平日

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　スパ・イン メープルロッジ
【ティータイム】

●岩

　バラ園
（無休）
●岩

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　バラ園
（無休）
●岩　山﨑ワイナリー

（土日祝営業）
●三

　山﨑ワイナリー
（土日祝営業）
●三

　TAKIZAWAワイナリー
（火休み）

●三

　TAKIZAWAワイナリー
（火休み）

●三２０

２０

２０ ２０ ２０ ３０

２０ １５ １５１０

５ ２０ １０ １５

岩見沢
市内

※TAKIZAWAワイナリー：有料テイスティング（3杯）＠￥540あり。
　その他のワイナリーは、売店にて購入時用の無料試飲があります。６時間 モデルコース

土日
祝日

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　夕日ヶ丘レストラン善生 又は 
スパ・イン メープルロッジ

【昼食】

●岩

岩見沢●岩 三笠●三 ショッピング●シ

　山﨑ワイナリー
（土日祝営業）
●三 　TAKIZAWAワイナリー

（火休み）
●三

２０ ５ ２０ ２０

２０
岩見沢
市内５２０１０

　バラ園
（無休）
●岩 　空知ワインステーション（ワイン販売店）

（無休）
●岩

岩見沢
市内

土日
祝日

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　大地のテラス 又は Ｌｕｃｃｉ
【昼食】

●岩　山﨑ワイナリー
（土日祝営業）
●三 ミカサノ食堂

（リンゴと蜂蜜のカスタードシューなど）
【本店限定スウィーツ】

●三
２０ １０ １０ １５

１０ １５
岩見沢
市内１０２０

　こぶ志窯
（水休み）
●岩

　こぶ志窯
（水休み）
●岩

　バラ園
（無休）
●岩

岩見沢
市内

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　レストランピーノ 又は 大地のテラス
【昼食】

●岩　TAKIZAWAワイナリー
（火休み）

●三
２０ ２０ ２０

３０
岩見沢
市内１５２０

　スパ・イン メープルロッジ 又は 東井果樹園
（果物狩り、休憩）

●岩 　バラ園
（無休）
●岩

岩見沢
市内

　宝水ワイナリー
（無休）

●岩 　スパ・イン メープルロッジ
【昼食】

●岩 　東井果樹園
（くだもの狩り）
●岩１５ １０ ２０ ５

１０
岩見沢
市内１０

内の数字は所要時間の目安です（分）

２０１５
　カンガルーファクトリー

（お花屋さん）
●岩

　バラ園
（無休）
●岩

平日

平日

③山﨑ワイナリー
三笠市達布791-22
☎01267-4-4410
　土日祝のみ営業10:00～18:00
　（11月～4月は16時まで）
営

④宝水ワイナリー
岩見沢市宝水町364-3
☎0126-20-1810
　10:00～17:00
　（1月～3月は毎週水曜日定休）
営

⑤10Rワイナリー/上幌ワイン
岩見沢市栗沢町上幌1123-10
☎0126-33-2770
※見学不可、直売所はありません

②TAKIZAWAワイナリー
三笠市川内841-78
☎01267-2-6755
　10:00～16:00
　（11月～3月は休み）
営

①鶴沼ワイナリー
浦臼町字於札内428-17
☎0125-68-2646
　9:00～16:00
　（年末年始休み、冬期は営業時間に変動あり）
営

⑧マオイワイナリー
長沼町字加賀団体
☎0123-88-3704
　土日祝のみ営業10:00～17:00
　（11・12月は16時まで、1～3月は休み）
営

日の出交通㈱ ☎0126-22-2773予約先 日の出交通㈱ ☎0126-22-2773予約先

岩見沢
市内

●シ ・ノースファームストック
・イワホ　など（ ）

●シ ・空知ワイン
　ステーション など（ ）

●シ ・ノースファームストック
・市川燻製屋本舗 など（ ）

●シ ・ノースファームストック
・北の大地マルシェ など（ ）

●シ ・空知ワインステーション
・イワホ　など（ ）

●シ ・ノースファームストック
・市川燻製屋本舗　など（ ）

●シ ・天狗まんじゅう
・クラモチコーポレーション　など（ ）

　リトルロックヒルズ（金休み）又は
人生（たび）の途中（水休み）

【ティータイム】

●岩

　リトルロックヒルズ（金休み）又は
人生（たび）の途中（水休み）

【ティータイム】

●岩

　リトルロックヒルズ（金休み）又は
人生（たび）の途中（水休み）

【ティータイム】

●岩

　リトルロックヒルズ（金休み）又は
人生（たび）の途中（水休み）

【ティータイム】

●岩

（受付時間 8:00～17:00　前日までに予約をお願い致します。） （受付時間 8:00～17:00　前日までに予約をお願い致します。）

そらち
ワイナリー
 MAP

●栗山

●栗沢

●由仁

至
苫
小
牧
▼

●江別

●北広島駅

●江別東 I.C

◀至札幌

●岩見沢 I.C

学
園
都
市
線

室
蘭
本
線

函
館
本
線

道 央
自 動

車 道

三笠 I.C●

●奈井江砂川 I.C

▲
至
旭
川

●美唄 I.C美唄●

浦臼●

鶴沼●

岩見沢●

274

275

12

337

337
234

④ 宝水ワイナリー

③ 山﨑ワイナリー

② TAKIZAWAワイナリー

KONDOヴィンヤード
（タブ・コブ農場）

⑥ KONDOヴィンヤード
（モセウシ農場）

⑧ マオイワイナリー

⑤ 10Rワイナリー

⑦ ナカザワヴィンヤード

① 鶴沼ワイナリー


