わたしの 大 好 きなまち！

TAKE FREE

ご自由にお持ちください

士幌町観光協会
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
士幌町コミュニティセンター１F 士幌町産業振興課内
TEL : 01564-5-5213 FAX : 01564-9-5812

2021年4月改訂

[北海道 十勝]
Shi ho ro

士幌町

をもっと知りたい！

Shihoro Beef

士幌町ってどんな所？

しほろ牛

ABOUT HOKKAIDO SHIHORO

肉牛飼育頭数 ※は日本一 !
飼 育している数 は、なんと士 幌 町 の 人 口 の 10 倍 以
上！ 町 内では、ホルスタイン牛を肉 用 牛として大 切

旭川市

Asahikawa

に育てています。適度な脂肪と、ジューシーで柔らか

北見市
Kitami

札幌市
Sapporo

な赤 身が 特 徴のしほろ牛。ハンバーグや餃 子、ソー
セージなど、しほろ牛 の旨 味を存 分に楽しめる商 品

士幌町
Shihoro

函館市
Hakodate

※国産若牛頭数日本一

を多数用意しています。

Potato

じゃがいも

釧路市
Kushiro

青い空とじゃがいも畑の白い花が
広がる景色は圧巻！

帯広市
Obihiro

士 幌 町は北 海 道を代 表するじゃがいもの 産 地。収 穫
期はコンテナいっぱいのじゃがいもが、東洋一と称さ

士幌町は、総面積の約60%が農用地という、まさに農畜産業のまち。広大な空にどこまでも

れる馬 鈴 薯コンビナート集 出 荷・貯 蔵 施 設に運び 込

広がる一面の畑。そのなかで特にご紹介したいのが、
『しほろ牛』と『じゃがいも』です。

まれます。士 幌 町 産 のじゃがいもを使ったコロッケや
ポテトチップスも自慢の逸品です！

Pekopo

ペコポちゃん

士幌町のNew フォトスポット！
士 幌 町が 誇る、「ホルスタイン牛」と「じゃがいも」、
そして農 業には欠かせない「トラクター」が合 体して
できた 記 念オブジェです！ 名 前 の 由 来 はアイヌ語で
牛を意味する「ペコ」とポテトの「ポ」を合わせたもの。
道の駅ピア 21しほろに設 置されているので、ぜひお
立ち寄りの際は記念撮影しにきてください♪

中

特産品・お土産紹介

!!

のを使った自慢の品々です
しほろ産のも

販
て
に
ほろ
し
１
ピア２
道の駅

売

LOCAL SPECIALTY & SOUVENIR

甘さを加えすぎず、小 豆・大 正 金 時・黒 豆 の 素 材

水 耕 栽 培で育てられた完 熟ミニトマト100% のトマト

の味を活かした煮豆。開けてすぐ食べられる仕様で、

ジュース。甘くて飲みやすいのでお子様にもおすすめ。

お菓子作りなどにもおすすめ ！

規 格 外で売り先を失ったかぼちゃを使って、士 幌 高
じゃがいもあんの大福に加え、「かぼちゃみたらし」や
「あんバタ大福」などのラインナップも仲間入り！

校 生と町 内 民 間 企 業が 共 同 開 発をした商 品 ！ 牛 乳

ソフトな食 感で、かむたびに肉 の旨 味がじゅわっと

と混ぜ合わせるだけで簡単にかぼちゃスープが完成 ！

広がる逸品。これはまさにステーキ ！

パンにぬったり、使い道も色々。

※かぼちゃスープの
イメージ

士幌町産小麦（きたほなみ）を100%使用した、
こしが強くなめらかな麺です ！

寒さの厳しい土地で育ったたくましい牛たちの、
しぼりたての牛乳を使い作ったゴーダチーズ。
ラクレットやキャラウェイなどの珍しい味にも注目 ！

町内の山岸牧場敷地内のさくら工房で丁寧
に作られる、数量限定のヨーグルト。

きくや旅館が食品添加物を一切使わず、

生クリームの膜がたまらないおいしさ ！

手間暇かけて作る燻製品。人気の燻製醤油や
七 面鳥スモークの 他、季 節 によっては 山 菜 や
行者にんにくを使った商品等も登場 ！

士幌でしか味わえない一品を、
ぜひ持ち帰ってご賞味ください♪
※一部ネット販売もあり。
詳細は道の駅ピア 21 しほろ HP まで。

1
写真1,2.しほろ牛と産直野菜をふん
だんに使った「にじいろ食堂」では、
しほろ牛を贅沢に楽しめる「しほろ牛剣先ハンバーグ」
（写真2上）や、
各種定食（写真2下）など充実したメニュー
で家族そろって士幌の味覚を楽しめる。

2
写真4.「Ｐ
ＩＡ 21 ＳＨＯＰ」は、
士幌町の特産品を豊富に
取り揃えている。旬の新鮮野菜が並ぶ「しほろ農家の
おすそわけ野菜市」、
大人気のソフトクリームや地元の

3

素材を加工した「じゃがいも大福」がお土産としてもお
すすめ。

写真3.「CAFE KANICHI 寛一」は士

道の駅 ピア21しほろ
Michi-no-Eki “Pia 21 Shihoro”

幌町の味覚を手軽に楽しめるメニュー
が盛りだくさん。
じゃがいもが特産の町ならではの地元企業と共同開発し
た究極のフライドポテトやしほろ牛100%のハンバーガー、

帯広方面から北へ走る国道241号線沿いにあり、
士幌市街の入り

士幌の季節の野菜が乗ったピザなど、
こだわりの本格的な

口として、
訪れたすべての人が「しほろらしさ」を十分に堪能できる

コーヒーと一緒にどうぞ。

4

魅力がいっぱいの道の駅。
本格的なコーヒーを楽しめる「ＣＡＦＥＫＡＮＩＣＨI 寛一」、
しほろ牛

TEL :01564-5-3940
FAX:01564-5-3522

を一頭買いして提供される料理が魅力的な「にじいろ食堂」、
士幌の特産品を購入できる「Ｐ
Ｉ
Ａ２１ＳＨＯＰ」を併設。

にじいろ食堂
CAFE KANICHI 寛一
TEL:01564-5-5111

士幌町字士幌西2線134-1

その他広々としたキッズコーナー、
士幌町の旬の話題や情報が見ら

4月〜10月 9:00〜18:00

れる大型サイネージもあり、
家族そろって楽しめる町の観光スポット

(※17:00までの短縮営業日有）

11月〜3月 9:00〜17:00

として活躍している。

(にじいろ食堂 11：00〜15:00)

キッズスペース

サイネージ

年末年始

買う

SHOPPING

加藤農園
Farmers Market 菜花

大西精米製粉所

Polished Rice & Milling Onishi

Kato Farm Farmers Market Saika

職人の息吹を感じる工場
きこえる、
きこえる。昭和25年創業の工場からは、

旬の新鮮野菜を格安で、
地元農家のファーマーズマーケット

昔から変わらず町民には馴染みの音だ。大きな機械

加藤農園を中心とした地元農家のグループが運営

を繋ぐベルトが工場中に張りめぐらされ、
ひっきりな

しており、丹精込めてつくられた新鮮な野菜を販売

しに動いている光景は圧巻だ。

している。種類・品種も豊富で、
ちょっと珍しい野菜を

隣接する売店ではそば粉、
小麦粉、

見つける喜びも。直売所が開店していないときは、

いなきびなどを販売。

道 の 駅ピア２１しほろにてその 時 期

お土産にもおすすめ。

に町内で採れる野菜やお花などが購
入できる。

TEL:01564-7-4150
士幌町字中士幌西2線73

TEL:01564-5-4630

店舗・工場 9:00〜16:00

道の駅ピア21に準じる

店舗・工場 日曜日・祝祭日・不定休

道の駅ピア21に準じる

※どちらも要TEL

お おき

Aコープ士幌店ASPO

大木チーズ工房

A-corp ASPO

Ooki Cheese Factory, a family-run
business

自家生乳を使い愛情いっぱいに
長期熟成したナチュラルチーズ
十勝でも比類なき大木チーズ工房。
搾りたてのミルク本来の芳醇な香りと深いコク、
凝縮
された旨みがMIXされたゴーダチーズは熟成の他、
胡椒・一味・キャラウェイ・ラクレットの5種類を販売中。
牛飼いが愛情込めて熟成させた
至福の味をご賞味あれ。

士幌町民の憩いの場所
〜今日もＡＳＰＯでお買い物〜
ＪＡ直営の食品スーパー。月に１回のおすすめイベント
「しほろ牛一頭販売」では、
士幌町肉牛振興会の協力
も得てしほろ牛を特価で購入でき、中でも500ｇの巨
大ハンバーグは行列必至。また、
大人気の生産者還元
用ポテトチップスは12袋入りの箱買いができるのも魅
力的。
ＪＡ食品工場で製造される冷凍
食品や、
地元限定販売の特産品も多く
取り揃えている。地元農家が提供する
「もぎたて市」も連日大好評（5月〜10
月）。

TEL:01564-5-3544
士幌町字中音更西3線146-6
道の駅ピア21しほろにて購入可能
1/2ゴーダ（約1kg）購入希望の方は、
電話にてお問い合わせ

TEL:01564-5-4001（サービスカウンター）
士幌町字士幌西2線161
9:30〜19:00
1月1日、
1月4〜5日

豊かな自然にかこまれた、
山のなかの隠れ家

1
写真1,3.コテージは寝具・バス・キッチン・食器類など
一式揃っており、
気軽に宿泊、
長期の滞在もできる。
写真2.焼肉ハウスではジンギスカンやしほろ牛肉を
味わうことができる。写真4.子供達に人気の木製トリ
ム遊具。高山植物園では大雪山系の貴重な高山植物
を見ることができる。写真5.早朝、
運が良ければ目の
前に広がる雲海に出会える。

2

しほろ高原ヌプカの里
Shihoro Plateau Village of Nupuka

士幌市街から車で20分、
ゆるやかな坂を気持ちよく走ってゆくと
大雪山系の東ヌプカウシヌプリが近づいてくる。その雄大さに心
を奪われながらたどり着き、
振り返ると目の前に広がる大パノラマ
の景色に息をのむ。標高600ｍの士幌高原から十勝平野を一望
できるロケーションが魅力で、
澄んだ空気と風を全身で感じられる
贅沢な場所だ。夜は満点の星空が見渡せるキャンプ場やコテージ
で時間を忘れて大自然を満喫しよう。

コテージ全 6 棟
要予約 IN15:00/OUT10:00

3
4

キャンプサイト
1 張 1泊 500 円、約 50 張可能

TEL:01564-5-4274

焼肉ハウスは混雑時、相席でご案内する
ことがあります。ご利用の場合は事前に
電話でご確認されることをお勧めします。
※金額はすべて税込価格です

士幌町字上音更21-173
10:00〜16:00

5

4〜11月 毎週火曜日
(祝日、
GW期間、
7月第3週〜8月除く)
※12〜3月は冬期休業

食べる

カフェ&ランチ

カフェひよっこ

いちい

Cafe Hiyokko

Cafe & Lunch Ichii

EATING

のどかな田園風景を眺めながら
いただく至福の珈琲

農家のお母さんたちが営む
完全予約制のカフェレストラン

十勝の穀倉地帯にぽつんとたたずむ「いちい」。

「使いきれない野菜をどうにかしたい」という想いから

四季で様々な姿を見せる田園風景にJAZZの調べ。

始まった、完全予約制のカフェひよっこ。ボリューム満

薫り高い珈琲をいただく至福の時。お食事は、
各種メニ

点、品数も大満足！お任せランチは、士幌町の旬の

ューの他、
トッピング自由の「いちい弁当」もあり充実。

食材を使って工夫を凝らした愛情たっぷりの手作りご

地元でもファンが多く、
混んでいる時間

飯。予算に合わせた料理のご相談や、

もあるため、
予約がおすすめの人気の

完全貸し切りも可能なので、女子会や

お店。

ランチミーティング、子連れや親戚の
集まりなど、ご利用方法はいろいろ。

TEL:01564-5-3943
携帯:090-8906-6830
士幌町字士幌東3線147

TEL:090-5227-1020

11:30〜21:00
※早めに終了する場合も有

北海道河東郡士幌町中音更168
完全予約制

木曜日

完全予約制

28席

20席

30台

7台

Farm Kitchen

みんなのもりのくまさん

佐倉 cafe

Minnano Morino Kumasan

Cafe Farm Kitchen Sakura

料理が大好きな母の夢が
カタチになりました

誰もが気軽に立ち寄れる
コミュニティカフェ

士幌町の山岸牧場が地元食材を中心とした家庭料理のお店をオー

セルフサービスでのお飲み物は、
1杯100円‼

プン。自宅のハウスで採れる食材等を使った
「今日の気まぐれランチ」

お弁当の予約販売も承っております。

は数量限定なので、予約がおすすめ。敷地内にあるさくら工房の

Wi-Fi・電源使用可！ワークスペースとしても活用でき、
個

生乳100％のヨーグルトは店頭販売の他、それを使った濃厚デザー
トも楽しめる。山岸牧場では酪農体験の受付もしているので、詳し

室利用も500円〜。キッズコーナーも有り誰もがゆっくり

くは HPを参照。体験は4名様から、2週間前ま

おしゃべり出来る空間となっております。

でにメールにてお申し込み。

町民の方々の手作り雑貨の販売、

メールアドレス：info@sakura-koubou.jp

各種イベントも開催中‼
Facebookを要チェック！

TEL:01564-7-7780（電話予約可）
士幌町字中士幌東7線118-2
ランチ 11:30〜14:00

TEL:01564-7-7530

カフェ 11:30〜16:00

士幌町字士幌西2線164番地７

ラストオーダー 15:30

10:00〜17:00

月曜・火曜・水曜（1、
2、
3月は冬期休業）

日曜日、
祝日

18席（個室含まず）2階席に最大20名の個室あり

18席

団体要予約

10台

酪農体験：子牛のミルクやりの様子

4台 西側に町営無料駐車場有り（遊水公園入口）

家具&カフェ

示羊(よし)

ブーオ

Yoshi

Furniture & Cafe Buho

森をすすむと現れる、
家具とカフェの贅沢な空間

創業２５年以上の和食屋さんが
2016年に移転リニューアル

手作りの家具は全国にファンがいる程の人気。

ボリューム満点のカツ定食やカツカレーが人気。

カフェスペースはまるで外にいるような気持ち良い空間

ラーメンは味噌・塩・しょう油の 3種類。夜は鍋や、

の中でランチやティータイムを楽しむことができる。

すき焼きの宴会もできる。2016年に移転リニューアル

自家製スモークセットや玄米リゾットなど、
女性が嬉しい

した店内はカウンター席、テーブル席の他、掘りごた
つの小上り席もあるのでちょっとしたラ

メニューの他、
パンに盛られたブーオ名物
「ブースパ」が一押し。NEW OPENの帯

ンチ利用から夜の食事など、幅広く利

広店（十勝手仕事屋 ブーオ）も営業中！

用できる。

TEL:01564-5-5733

TEL:01564-5-4136

士幌町字上音更西7線166-9

士幌町字士幌仲通15

家具shop＆ギャラリー・cａｆ
ｅ
（食事）
土日のみ営業 11：00〜16：00
cafe ラストオーダー 15：30

11:00〜14:00、
17:30〜21:00
日曜日

25席（cafe）

33席

10台

町営駐車場（無料）を利用

まきばのレストラン

じろう食堂

カントリーロード

Dining room of Jirou

Restaurant Country Road

町民に愛される定食屋を目指して

アットホームな雰囲気の中で、
オーナー夫妻と楽しいひとときを

Ａコープ士幌店ＡＳＰＯ内に、
士幌町の「定食屋・弁当屋」

地元の常連さんでにぎわう店内には、
関西から移住して

として2019年9月にオープン。名物は、
地元しほろ牛クロ

きた気さくなオーナー夫妻の笑顔であふれている。地元

ス（交雑種）を使用した「しほろ牛カルビ丼」。
しほろ牛の

食材を使った洋食メニューを天気の良い日にテラス席で

赤身の美味しさと脂の旨味がぎっしりと詰まった当店イ

いただくことも。ウッディハウスの店内には薪ストーブが

チ押しメニューです。ザンギ定食やそば、

あり心置きなく過ごせる。

カレーなど親しみやすい料理もご用意し

お勧めは下居辺産じゃがいもをたっぷり

ております。その他、
自家製ティラミスも

使った 1日2枚 限 定 の『 ポ テトピ ザ 』

絶品。コーヒーと一緒にごゆっくりお楽し

1,200円（税込）

み下さい。事前のご予約（8名様〜）で
夜の宴会も承ります。

TEL:01564-5-3859

TEL:01564-5-2606

士幌町字下居辺西2線136

士幌町字士幌西2線161番地

11:00〜18:30

（Ａコープ士幌店ＡＳＰＯ内）

毎木曜日・第2第4金曜日

11：00〜18：00 ※予約宴会（18：00〜21：00）

15席
15台

ビーフシチュードリア 800円（税込）

日曜日
その他ASPO店休日に同じ

にお 届 けしたい
みなさま

チアーズ

株式会社 CheerS

奇跡の果実シーベリー

CheerS Company

食と農の先進地・北海道十勝から
ひとづくり、もの・ことづくり、まちづくりを

MIRACULOUS FRUIT SEA BERRY

士幌町の食と農業、地域の担い手づくり、
士幌高等学校との連携を行う（株）CheerS。

ユーラシア大陸原産のグミ科であるシーベリーは、北海道

高校生が商品開発をし、想いの詰まった商品、

の 厳し い 環 境 に も 負 け な い 強 い 生 命 力 を 持った 植 物。

爽やかで甘酸っぱい「シーベリーソーダ」、

老化や生活習慣病などの原因となる活性酸素から身体を守

シーベリーの酸味と唐辛子の辛みが
クセになる
「ベリから」を販売しています。

る抗酸化作用が高いビタミンACE をすべて含み、
さらにはポリフェノール、血管のチカラを高める不飽和
脂肪酸など身体が喜ぶ栄養素がいっぱい詰まった万

TEL:01564-7-7655

能フルーツです。士 幌 町では士 幌 高 校と酒 井ハス

士幌町字士幌西2線147番地

カップ園で栽培されています。

8:30〜17:15

シーベリーソーダ

土日祝日、
年末年始
25台

酒井ハスカップ園
Sakai Haskup Plantation

自然とともに生きる果樹の森で
心と身体に癒しの時間を

ベリから
( 辛味調味料 )

DUCT

RR
S USING SEA BE

Y

シーベリー

PRO

かりんとう

シーベリーを
使った商 品

下居辺地区の小高い丘へ向かい小道を上がっていくと、
まるで絵本の中にある美しい森のような果樹園へ。
オーナー夫妻の愛情と大自然のパワーをたっぷり浴びて
育った様々な種類の果樹。実りの時期になると、果樹
の見学や、果物狩りを楽しめる。
美しい果樹の森でやさしい時間、
癒しのひとときを。

NEW!

シーベ リ ー の
おまんじゅ

TEL/FAX:01564-5-2018
士幌町字下居辺西２線１００
７月〜１０月
ハスカップ（７月）、
プラム（８月上旬〜中旬）
シーベリー（８月下旬〜９月中旬）
千両梨（１０月中旬〜下旬）

体験する

士幌町伝統農業保存
伝承館

EXPERIENCE

士幌フィ
ッシングパーク
Fishing Park Shihoro

History Museum of Shihoro

豊かな自然の中で、本格的な
スポーツフィッシングはいかが

士幌の農業の歴史を知る
貴重な道具を展示

森の中を車で進んでいくと元気なワンちゃんたちが

士幌の市街地から南へ約10キロ、
中士幌地区にある

お出迎え。奥には大小さまざまな池が見え、
釣り人心が

「士幌町発祥の地記念公園」。その中にある、
士幌の農

さわぎだす。魚種はニジマスやイトウなど4種で大物狙

業の歴史を実際の道具を見ながら知ることができる資

いも夢じゃない。女性・子供割引や男女別簡易水洗トイ

料館。公園内には士幌町開拓90周年を

レ完備も嬉しい。場所の検索は

記念して復元された岐阜県美濃地方特

スマホのナビアプリをご利用ください。

有の農家様式の「美濃の家」や、
入植者
名が記された碑が併設されている。

TEL:01564-9-5000

TEL:01564-5-4733
( 士幌町教育委員会 )

士幌町字上音更20-208

士幌町字中士幌幹線86

3月〜11月(9:00〜18:00 C&R、
餌釣り)
12月〜2月(9:00〜15:00 C&Rのみ)

10:00〜12:00、
13:00〜15:00

士幌鉄道記念公園
（士幌交通公園）
Shihorotetsudo Memorial Park

旧国鉄士幌線士幌駅が当時のままに
士幌市街地から南東へ約１ｋｍの所にある「士幌鉄道

火曜日・11〜4月

不定休

30台

15台

士幌町グリーンツーリズムネットワーク

体験農業

Agricultural experience

汗と笑顔と泥んこは
じゃがいも掘りの勲章だ

記念公園」。1925年に開通し、62年後の1987年に廃

日本屈指の生産を誇る士幌町を肌で感じるためには、
な

線となった旧国鉄士幌線士幌駅の駅舎や構内がそのま

んといっても自分の手で体験してみること。豊かな大地と

まの形で大切に保存されている。公園内にある解説標

の一体感と収穫する喜びは、
都会では味わうことのでき

識には士幌線のあゆみがわかりやすく

ない思い出となること間違いなし。もちろん収穫した

書かれており、ホームにたたずみ貨車

じゃがいもは持ち帰ることもできるので

を眺めているだけでレトロな雰囲気を味

「士幌のうまい」を存分に味わおう。

わうことができる。
駅舎内の見学を希望される方は、
事前に士幌町役場まで連絡が必要。
TEL:01564-5-5715
TEL:01564-5-5212
（士幌町役場総務企画課企画担当）
士幌町字士幌西２線157
＊駅舎内見学は平日9:00〜16:00

士幌町農民協議会
※体験場所は町内の農場
完全予約制
いも堀り体験コース

泊まる
STAYING

1
写真1.レストラン「ベリオーレ」は景色の良い中で食事
を楽しめる。写真2.和洋室両方備える客室はご年配の
方でも安心して宿泊できる。写真3.併設された国際公
認パークゴルフ場は全4コース36ホールで年齢問わず
楽しめる。写真4.屋外には足湯が併設されており、
ドラ
イブの途中で気軽に休むことができる。写真5.岩造り
の露天風呂では、
夜になると満天の星空を観賞しなが
ら入浴することができる。

2
写真6.地元食材をふんだんに使った和食会席料理。
写真7.「ハスカップサンデー」は地元のハスカップ農園

4

で収穫されたハスカップを使ったオリジナルソフト。
写真8.地場産品展示販売コーナーでは、
地元生産の生
豆の量り売りや地場産品を購入することができる。

しほろ温泉プラザ緑風

3

Shihoro SPA “Plaza Ryokufu”

5

北海道遺産にも選定されたモール温泉が贅沢にも全浴槽源泉か
け流しで楽しめる。これも湯量が豊富な士幌ならでは。下居辺の
深い森に囲まれた自然の中、
とろりとした質感のお湯に浸かれば
肌がしっとりスベスベすると評判が高い。ゆったりとした大浴場や
ジャグジー、
寝湯など設備も充実している。

道の駅
しほろ温泉

7

開館時間 10:00〜21:00
日帰入浴 11:00〜23:00※受付終了22:00
足
湯 9:00〜17:00
※4月下旬〜10月下旬

8
TEL:01564-5-3630

士幌町字下居辺西2線134

11:00〜23:00（受付終了22:00）

日帰り入浴料 大人 500円・子供 250円

レストラン11:30〜14:30 (LO.14:00)
軽食コーナー11:00〜20:30 (LO.20:00)

宿泊料金 お問い合わせください。

無休
(レストランのみ１１月中旬〜４月下旬まで水曜日定休)

※金額はすべて税込価格です

6

※施設メンテナンスのため臨時休館あり

計116台(104台、
大型9台、
バリアフリー3台）

56席

士 幌 町までの
アクセス

きくや旅館
Kikuya Inn

日常を忘れた空間で地場産の山菜と
七面鳥料理をいただく

Access

足寄 IC

自慢はなんと言ってもすき焼きや唐揚げなどの七面鳥料
理。宿泊の料理の他にランチや会食メニューも好評で、し

阿寒 IC

ほろ牛や季節の山菜、オーナー自慢の手打ちそばなど充
実している。自家製の燻製品やピクルスは、当店や道の

釧路外環状道路

本別 IC

駅ピア２１しほろでお土産としても購入でき
るので是非立ち寄りたい。
帯広駅
※金額はすべて税込価格です

TEL:01564-5-2441
とかち帯広空港

士幌町字士幌西2線157

東京

飛行機

羽田

約 90 分

帯広空港

１泊２食付
6,050円〜
ランチ(要予約) 650円〜
宴会
2,500円〜

車
58Km 約 60 分
高速

20台

札幌

和室５
（収容人数20名）
大広間（収容人数50名）

しほろ旅館
Shihoro Inn

旅行や仕事、
スポーツ合宿等
多彩な面での対応可能

釧路

館内は静かで清潔な環境の中、
ゆったりと宿泊できる。
食事も味とボリュームはもちろん、
食事時間も仕事や旅

旭川

できるので朝風呂もOK。無料Wi-Fi完備。
1泊2食付 6,160円〜（税込）
詳細はお電話にてご相談ください。

TEL:01564-5-2527
士幌町字士幌西2線163番地
IN 13:00/OUT 10:00
年末年始のみ休み
http://www8.plala.or.jp/shihororyokan/

20台

※

1 時間 30 分

バス

28Km 約 55 分

車（道東道 音更帯広 IC 下車）
212Km 約 3 時間 30 分
車（道東道 音更帯広 IC 下車）
139Km 約 2 時間 15 分
車

行の都合に合わせて用意してもらえる。入浴はいつでも

その他プランや、
長期割引、
団体割引あり。

JR

28Km 約 35 分

町

札幌

2 時間 20 分

車

幌

釧路

JR

帯 広 駅

不定休

士

音更帯広 IC 降車

IN 15:00/OUT 10:00
食事 11:00〜20:00

※

交通手段

富良野経由 162Km 約 3 時間
三国峠経由 170Km 約 3 時間 10 分
十勝バスまたは拓殖バスの上士幌行きまたはぬかびら温泉行き

BUS & TAXI

有限会社 士幌ハイヤー

士幌交通 株式会社

少人数からグループまで、

団体様向けの観光バス貸切なら

ハイヤーやジャンボタクシーの

何でもご相談可能です。

ご利用がお勧めです。
士幌町字士幌西 2 線 158

01564-5-2061

士幌町字士幌西 1 線 167

01564-5-2590

イベント・お祭り
Event&Festival

士幌町でもっとも大規模なお祭り。
姉妹都市・岐阜県美濃市の特産品である「美濃和紙」を
使用した桜の枝約 470 本による花みこしが圧巻。その他
縁日・熱気球体験搭乗、仮装盆踊りが行われ、多くの人
でにぎわう。

毎 年 時 期になると水 芭 蕉 の 群 落を見ることができる。

期間：8 月中旬

駐車場から 8分ほど、歩きやすい格好で。

期間：4 月下旬〜 5 月上旬
栄養満点、希少なシーベリーの爽やかな酸味を
ぜひ味わって。
場所：字下居辺西２線１００
運営：酒井ハスカップ園

元樹の会が運営するハスカップ狩り。収穫後は

期間：8 月下旬〜 9 月中旬

そのまま食べてもジャムなどにしても OK！
場所：字下居辺西 2線 132-18
管理：下居辺果樹圃場管理グループ

期間：6 月下旬〜 7 月上旬

みのりの秋に感謝し、特産物をお手頃価格で提供する
ことで士幌町を PR するお祭り。
朝陽公園にはホタルの養殖池があり、毎年7月下旬か
ら 8 月上旬にかけてヘイケホタルの観賞会が開催され
ている。
場所：朝陽公園

一番人気のしほろ牛ロースカットステーキは、毎年長
蛇の列に並んででも食べたい一品！また、ジャンボ鍋
で作った温かい汁物販売、じゃがいも・たまねぎ詰め
放題、ステージイベントなど家族で存分に楽しめる。

期間：10 月中旬

期間：7 月下旬〜 8 月上旬

※開催の可否は士幌町観光協会HP等をご確認ください。

色々あってまよっちゃう！

ふるさと 納 税

Hometown Tax Donation Program

人 気の返 礼 品を一 部 紹 介

士 幌 町では、ふるさと納 税で応 援してくださる方 々
へ 感 謝 の 意 を込 めて、大 人 気 のしほろ 牛 や 季 節 の
新鮮野菜、加工品などを送付しております。

どの品も自信を持ってお返しできるものばかり。農業のまち士幌から幸せな時間をお届けします。
まちづくりにご賛同される方はぜひお申し込みをお待ちしております。
お問い合わせ：士幌町役場総務企画課ふるさと納税担当
連絡先：01564-5-5212
HP：https://shihoro-furusato.com/

士幌町限定ポテトチップス

しほろ牛サーロインステーキ

冷 凍 食 品セット

しほろガイドマップ

水芭蕉園

東ヌプカ
ウシヌプリ

Guide Map

士幌高原
ヌプカの里

朝陽公園

至 上士幌
士幌フィッシングパーク

▼JA西上事務所

フィッシングパークへは
黄色と赤のこの看板が目印

士幌高原展望台

134

士幌小学校▼

337

音

▼士幌高校

更

士幌町役場▼

（よし）
みんなの 示羊
もりのくまさん
しほろ旅館
▼JA 士幌町

A コープ士幌店
じろう食堂

川

農業体験
（事務局）

241

地元の人達にもおすすめの

GS

▼士幌町公共駐車場
（中央）

農協記念館

661

士幌高原の展望台は十勝平野
が一望できます。

市街地拡大図

朝陽地区を流れる居
辺川は、ヤマベが清
流に遊び、川の流れ
に削られ丸くなった十勝石（黒曜石)
を見つけることができます。

ドライブスポットです。

士幌鉄道
きくや旅館 記念公園

316
上居辺小学校▼

661

1144

JA上居辺事務所▼

417

241

至 鹿追

家具工房＆カフェ

カフェ

ブーオ

GS

ひよっこ

274

134

約16kmの直線道路が
延々と続き、十勝らしい

▼士幌町農畜産物加工研修施設
GS

JA佐倉事務所▼

景色を堪能できます。

大木チーズ工房

※チーズ購入時は要連絡

居眠り運転には要注意！

いちい

316

ヤマベをはじめとした魚が泳
いでいます。休日は釣りを楽
しんでいる人も多いです。

士幌町観光協会ウェブサイト
士幌町の四季折々の見所やアクティビティ、素敵な

241

伝統農業
保存伝承館

中士幌
小学校▼

771

カフェまで多種多様なスポットを掲載中！

134

佐倉山

カフェ＆ランチ

道の駅
ピア２１しほろ

音更川では、ニジマスや

山岸牧場▼

Farm Kitchen
佐倉 cafe

しほろ温泉
プラザ緑風

大西精米製粉所
QRコード

ハスカップ狩り会場
【ハスカップ狩り】
場所：字下居辺西 2 線 132-18
管理：下居辺果樹圃場管理グループ

至 帯広

シーベリー狩り会場
【シーベリー狩り】
場所：字下居辺西 2 線 100
運営：酒井ハスカップ園

まきばのレストラン

カントリーロード
▼JA下居辺事務所

道の駅しほろ温泉

GS

詳しくはこちら↓
https://www.shihoro-kankou.jp

株式会社 CheerS

居辺川

134

酒井ハスカップ園

134

至 本別

496

至 池田

