美瑛町内飲食店・土産店施設 冬期営業一覧
店

名

ries café
MERLE（メルル）
北瑛小麦の丘bi.blé（ビブレ）
café TREE TERRACE（ケンメリ）
レストラン ブランルージュ
VILL e PIZZERIAイルコーヴォ
Café 西ノ森
Café ゴムまりん
パン工房 小麦畑
STAPLE(ステイプル）
カフェレストランぶどうの木
Lunch&Café 風（ふう）
四季彩の丘（展望レストラン）
ファームレストラン 千代田
Café Le Paradis（カフェ・ル・パラディ）
ムスタッシュ・ボス（船城商店）
VALORE（バローレ）
手づくりパンカフェPicnic
自家製ハム・ソーセージの「歩人」
カフェレストラン ランバーチ
ブックカフェ絵葉描館
自家焙煎珈琲店Goseh
コーヒー茶屋ラ・マルタ
らーめん山頭火
ごまそば鶴き
レストランアスペルジュ（美瑛選果）
美瑛選果市場
美瑛選果工房
美瑛小麦工房
やきとり 滝川
レストラン KOERU
ltalian café Abete(アベーテ）
お食事の店 マロニエ
旭川ラーメン美瑛店
にこにこきっちん
丘のまちのちゅうか屋さん ちゃい
そば天
喫茶 サザンカ
ファミリーレストラン だいまる
居酒屋 おれんち
焼肉処 千之月
レストランなごみの森厨房
食事処 戀や
カフェレストラン おきらく亭
割烹鯉川
焼き鳥 七福
飲み食い処 きむら屋
ラーメンのひまわり
政ちゃん寿司
自家焙煎珈琲店 北工房
洋食とCafé じゅんぺい
山辺の家族 カフェ・日帰り入浴
bi.yell café
道の駅「丘のくら」香麦食堂
カフェテラス デ セゾン
拓真館
皆空窯
貴妃花
スイノカゴ
Slope

※冬期休業店舗は、掲載しておりません。
電話番号
住所（地図番号）
年末年始休業日
0166-68-7821 五稜第1(A-3)
12/27～1/7
0166-92-5317 美田第3(A-3)
12/27～1/1
0166-92-8100 北瑛第2(B-2)
12/25～30・1/4・5
0166-92-4194 大久保協生(B-3)
0166-92-5820 大村村山(B-3)
0166-92-5489 大村村山(B-3)
080-5599-2524 大村村山(B-3)
090-6263-1124 大村村山(B-3)
0166-92-5455 大久保協生(B-3)
0166-74-7810 ルベシベ第5(A-5)
0166-95-2218 ルベシベ北斗(B-5)
0166-95-2102 新星第3(C-5)
0166-95-2758 新星第3(C-5)
0166-92-1718 春日台(C-5)
050-5532-7346 常盤(D-5)
0166-92-5961 美沢中央(D-5)
0166-92-2210 美沢共生(D-4)
0166-92-5919 美沢共生(D-5)
0166-92-2953 美沢美生(E-5)
0166-92-1120 美沢美生(E-5)
090-8902-8054 美馬牛中心部
0166-95-2052 美馬牛中心部
0166-95-2923 美馬牛中心部
0166-92-8558 大町2(J-1)
0166-68-7700 大町2(J-1)
0166-92-5522 大町2(J-1)
0166-92-4400 大町2(J-1)
0166-92-5522 大町2(J-1)
0166-92-3000 大町2(J-1)
0166-92-3448 栄町1(J-1)
0166-92-5531 大町1(K-1)
0166-92-1807 大町1(K-1)
0166-92-0182 北町2(K-1)
0166-92-0151 北町2(K-1)
0166-92-5277 栄町3(K-1)
0166-73-9621 旭町1(L-1)
0166-92-1463 本町1(K-1)
0166-92-4092 中町1(K-1)
0166-92-3114 中町1(K-1)
0166-92-3079 中町1(K-1)
0166-92-5247 中町1(K-1)
0166-92-0092 中町2(K-1)
0166-92-1007 栄町1(L-1)
0166-92-3741 栄町1(K-1)
0166-92-1069 栄町1(K-1)
0166-92-0226 栄町1(K-1)
0166-92-3660 栄町1(K-1)
0166-92-0987 栄町2(K-1)
0166-92-1171 栄町2(K-1)
0166-92-1447 栄町3(K-1)
0166-92-1028 本町4(K-2)
0166-68-1655 白金温泉
0166-92-1211 本町1(K-1)
0166-92-0920 道の駅丘のくら内
0166-92-5555 ホテルラヴニール内
0166-92-3355 拓進（D-5）
0166-94-3354 白金（F-6)
0166-92-0761 みどり（J-2)
090-6260-1701 中町1(K-1)
0166-92-5737 旭第７(B-2)

11/24～1/7
11/ 1～1/6
1/4・5
12/26～1/6
12/29～31
12/29～1/8
12/31・1/1
12/31・1/1
12/31・1/1

2016.12. 29 更新

定休日・営業日
営業/土・日・月
定休/火・水 営業：1/2～1/9
営業：12/31～1/3
営業/金・土・日 休業：
無休（通常営業）
営業：土・日・月(1月中旬～3月下旬)15時まで
営業：土・日・月(1/7～2月末)
定休/火・水（臨時休業あり）営業：12/31～1/3
定休/木
営業：土・日（1～3月）
定休/木 営業：1/1～1/3
定休/水・第1・3・5火
要前日の予約
定休/水
定休/無休
営業：土・日・祝（予約制）１月未定

休業中
12/29～1/2・1/10～19

12/28～1/6
12/26～1/31
通常営業
通常営業
12/31～1/3
通常営業
無休
1/1～1/3
冬期休業
12/29～1/6
冬期休業
12/29～1/6
12/ ～1/4
12/29～1/5
通常営業
12/31～1/4
1/1・2
12/30～1/3
12/31～1/5
1/1～1/5
1/1.
12/31～1/6
12/30～1/4
12/30～1/5
12/31～1/2
12/26～12/28
12/31～
12/31～1/2
12/31～1/5
12/29～4月中旬
12/30～1/5
12/31～1/4
1/1・2・1/9～1/12
12/26～1/5
12/30～1/5
12/30～1/3
10月～3/31まで休業
通常営業
年末年始休業
12/30～1/15
12/30～1/17
12/19～1/31

定休/木 12/28ランチのみ 営業：1/3・4
定休/木・金（不定休あり）
定休/火・第２月
定休/水・木・金 営業：12/31～1/3
定休/月・木（12～3月）
定休/火（祝日営業）
定休/火
12/31・1/1

11時～１６時

1/2 11時～19時

定休/無休 ※12/31 17時まで
11/30～3/31
定休/無休
11/4～3/31
冬期/選果市場内にて販売11：00～

定休/月
定休/火 12/27営業
定休/月・火 営業：12/28～1/2
定休/不定休
第2・4火（不定休あり）※12/31未定
定休/日 不定休有り
定休/日
定休/日 ※12/31 18時まで
定休/日
定休/水
定休/月・火
定休/水・第3木
定休/月

※12/30・1/3 14時まで

定休日/水・第２・４木

12/29～1/6 15時まで

ランチ夏期のみ
定休/日
定休/日
定休/日・月・木 年内12/27・28まで
定休/水
定休/水（祝日は翌日）
定休/月
定休/水・木
定休/月
※全館休館
定休/無休
※道の駅(12/30 午後からも休業1/3)

冬期休業：1/23～
見学・体験

定休/日・水
営業/水・木・金・土
営業/土・日・祝(11/7～3/31)

