
スナック　愛＄ 栄町３ ９２－２０４０ ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ＆ﾌﾞｯｸｶﾌｪ絵葉描館 美馬牛 090-8902-8054 パン工房　小麦畑 大久保協生 ９２－５４５５

旭川ラーメン美瑛店 北町２ ９２－０１５１ カラオケ　ベアーズ 栄町２ ９２－０３９８

野菜レストラン　アスペルジュ（美瑛選果） 大町２ ９２－５５２２ 小さなパン店 リッカロッカ 美馬牛南 ７３－４８６５

居酒屋　味人 本町１ ９２－２９２９ 政ちゃん寿し 栄町２ ９２－１１７１ ㈱阿部百貨店 本町１ ９２－２１３１

㈲味枡 中町１ ９２－０１０１ お食事の店　マロニエ 北町２ ９２－０１８２ 荒木商店 東町２ ９２－３９５３

Italian　café Abete 大町２ ９２－１８０７ ＭＥＲＬＥ 美田第３ ９２－５３１７ 宇野商店 本町１ ９２－１８５１

まごころの味　いし田 栄町１ ９２－５２１０ ぜるぶの丘（売店・レストラン） 大三 ９２－３１６０ ㈲うろこ酒店 西町３ ９２－１５６８

ファームレストラン　ウィズユー（Café） 新星第１ ９５－２７４８ あるうのぱいん 大村村山 ９２－３２２９ ㈱おおとり 下宇莫別 ９２－１６０９

おでん屋えとり 南町１ ９２－１３３２ VILLA e PIZZERIA iLcoVo(イルコーヴォ） 大村村山 ９２－５４８９ ㈲カマダ時計店 本町１ ９２－１４４５

Bar & Café　YELL 本町２ 090-9430-1970 Café TREE TERRACE（ケンとメリー） 大久保協生 ９２－４１９４ ㈲北彩花 扇町 ９２－１１１８

扇寿し 栄町１ ９２－２０１８ Café BIEI-ブラウマンのキッチン- 大久保協生 ７４－８３０７ 桑谷商店 南町１ ９２－１３３９

カフェレストラン　おきらく亭 栄町１ ９２－３７４１ KAKI 北瑛第１ ９２－３５８８ 小間物屋　さくら（旧藤田薬局） 栄町１ ９２－１３０６

居酒屋　おれんち 中町１ ９２－３０７９ Restaurant bi.blé（ビブレ） 北瑛第２ ９２－８１００ 良い花の　ささき 栄町１ ９２－４１８７

CAFÉ  HAKKO 西町１ ７３－９３２０ 元海軍さんのお店 夕張 ９２－４８４０ ㈱スギモト 本町１ ９２－１４６２

炭火割烹　亀鶴 中町１ ７３－８４０５ ries café（リーズカフェ） 五稜第１ ６８－７８２１ セイカン(株)旭川営業所 中町２ ９２－３４５５

自家焙煎珈琲店　北工房 栄町３ ９２－１４４７ 和風café　おうるの森 五稜第５ ９２－０７０７ セイコーマート美瑛 幸町１ ９２－３０１１

キッチン　ヨシミ 栄町３ ７３－６６５４ コーヒー茶屋　ラ・マルタ 美馬牛北３ ９５－２９２３ セサミ美瑛店 中町２ ９２－８１１８

caferest 木のいいなかま 丸山２ ９２－２００８ うどん処　麦彩の丘（むぎいろのおか） 新星第３ ７６－５３７７ セブンイレブン上川美瑛店 北町２ ９２－４１０８

きむら屋 栄町１ ９２－３６６０ lunch&Café　風（ふう） 新星第３ ９５－２１０２ セブンイレブン美瑛栄町店 栄町１ ９２－０７７１

㈲鯉川・リング 栄町１ ９２－１０６９ Restaurant 虹（Niji) 新星第３ ９５－２４９２ （資）大雪山農園 錦町 ９２－１２０１

食事処　戀や 栄町１ ９２－１００７ 美瑛放牧酪農場 新星平和 ６８－６７７７ 魚竹　忠嶋商店 中町１ ９２－１６９６

合同会社　香麦 本町４ ９２－５５３９ 自家焙煎珈琲店　手作りパン　ガーデンプレイズ 福富瑛進 ６８－７５５０ 雪印土井牛乳販売店 西町１ ９２－１８７１

駅の見えるﾚｽﾄﾗﾝ＆ｶﾌｪKOERU 大町１ ９２－５５３１ 自家製パスタ専門店　だぐらすふぁ～ 美沢美瑛共和 ９２－１８０６ 野村商店 西町４ ９２－１８７９

自家焙煎珈琲店　Ｇｏｓｈ 美馬牛 ９５－２０５２ Mustache-Boss（ムスタッシュ・ボス） 美沢中央 ９２－５９６１ 長谷川印舗 中町１ ９２－１０４７

ら～めん山頭火 大町２ ９２－８５５８ Café de La Paix（カフェ　ド　ラペ） 美沢希望 ９２－３４８９ ㈱マル花　花本呉服店 本町１ ９２－１８１５

ジェラテリア felicita 中町１ ７６－６４３０ カフェレストラン　バーチ 美沢美生 ９２－１１２０ ㈲花輪食品 栄町１ ９２－１８４２

喫茶　サザンカ 中町１ ９２－４０９２ BETWEEN　THE　BREAD 白金 ７３－５７２５ ㈱美瑛選果 大町３ ９２－４４００

やき鳥　七福 栄町１ ９２－０２２６ BIEI CAFÉ　小麦畑と青い池（コムイケ） 白金 ９４－３１３１ 美瑛町農業協同組合 生産資材課 中町２ ９２－１４１１

洋食とCafé　じゅんぺい 本町４ ９２－１０２８ トゥールモンド（白金四季の森ホテルパーク） 白金温泉 ９４－３０４１ ㈲美瑛農産 南町２ ９２－１３４４

おばんざい処　尚庵 幸町２ ９２－３９１９ 自家製ハム・ソーセージの「歩人」 美沢美生 ９２－２９５３ 美瑛白金ビルケ　THE NORTH FACE コーナー 白金 ７３－５７２６

スイノカゴ/展示室+喫茶室 中町２ 090-6260-1701 BURAハウス 下宇莫別拓殖 ９２－４２６５ BIBA STORE 美馬牛 ９５－２２５２

喫茶　すずらん 中町１ ６４－６２５２ なかむら 美瑛三笠 090-7502-7596 ㈲ニツ川洋装店 栄町１ ９２－１４２１

焼肉処　千之月 中町２ ９２－５２４７ のみ処 こむぎ 栄町２ 090-9518-0292 ベスト電器美瑛店 中町１ ９２－２２７３

そば天 本町１ ９２－１４６３ Café lodge　Touch Wood 新星第３ ７３－３２２１ ㈱ホシ山崎薬局 本町１ ９２－１４４４

ファミリーレストランだいまる 中町１ ９２－３１１４ はやつま商会 大久保協生 ９２－２２９２ ローソン美瑛大町店 大町２ ９２－５２１１

やきとり　滝川 栄町１ ９２－３４４８ 三野スポーツ 本町２ ９２－１６０３

焼肉処　匠味屋 本町１ ７３－７３３５ ㋵村上商店 憩町１ ９２－１８１７

らーめん　つむぎ 本町１ 荒川グランパ農園㈲ 幸町２ ９２－２８７７

㈲チカラノ 俵真布中央 090-6000-9553 まごころの味　いし田 栄町１ ９２－５２１０

丘のまちのちゅうか屋さん*ちゃい* 旭町１ ７３－９６２１ 樹凛工房 朗根内 ９６－２４４８

フェルム　ラ・テール美瑛 大村村山 ７４－４４１７ ㈲さの 南町２ ９２－１１７７

テラス・ド・セゾン（ホテルラヴニール） 本町１ ９２－５５５５ ㈲三孝木材 美瑛原野 ９２－４４９７

美瑛彩レストラン　なごみの森厨房 中町２ ９２－００９２ 善　ZE-N 美馬牛 ９５－２５３５

なんじゃもんじゃ 栄町２ ９２－５２８０ てらてらの丘 東町２ 080-5346-9797

焼肉にしき 栄町１ ９２－５０９１ ㈲滝田木材 美瑛原野 ９２－４４６５

らーめん八海 本町１ ９２－０６０９ 壺屋美瑛支店　麦菓堂 栄町１ ９２－１８４４

花人カフェ 北町２ ７４－８２７４ 早川石材工業㈱ 本町２ ９２－１４３８

bi.yｅｌｌ ｃａｆｅ 本町１ ９２－１２１１ ㈲びえいグリーン工房 東町４ ９２－０９２２

Biei Hills 本町１ 080-3268-1141 藤見鉄工所 扇町 ９２－１１３５

手打ちそば美丘 西町１ ９２－０００５ マルミ菅製菓㈲ 栄町４ ９２－２６６２

ブラン・ルージュ 大村村山 ９２－５８２０ ㈲谷地製作所 下宇莫別 ９２－４２２９

ファームレストラン千代田 水沢春日台 ９２－１７１８ 渡辺製菓 大町１ ９２－１０１４

令和２年７月２１日現在　　

飲 食

小 売

製造（小売）

裏面もご確認下さい



丘の宿こえる 大町1 ９２－５５３１ とぅもろう 美馬牛南 ９５－２５０３ 整体・リラクゼーションサロン美整 美馬牛南 080-2865-9908

民宿　クレス 北町１ ９２－４４１１ しろつめ草 新区画 ９２－３７５３ ㈲松尾モータース 栄町３ ９２－２０５８

Pension&Gallery 菜摘実の里 原野４ ９２－２７７３ Café lodge　Touch Wood 新星第３ ７３－３２２１ マルサンタイヤ商会 扇町 ９２－３８３５

プチホテル　ピエ 栄町１ ９２－１２００ 塔の見える宿　おかせん里 美馬牛北２ ９５－２１６１ Guided Cycling Tour　美瑛 大町１ 090-5956-4567

ポテトヴィレッジ　美瑛ポテトの丘 大村村山 ９２－３２５５ Meijiの丘の宿 明治 ７６－１１５７ ㈱丸善商事モービル石油美瑛給油所 大町２ ９２－１９０５

ホテル　ラヴニール 本町１ ９２－５５５５ 旅人宿　給食室 夕張 090-7670-9345 ㈱丸良車輌整備工場 本町３ ９２－１６４４

美馬牛リバティユースホステル 美馬牛 ９５－２１４１ 三田写真舘 本町２ ９２－１０２２

㈱大雪山白金観光ホテル 白金 ９４－３１１１ みなみ花や 本町１ ９２－１４２９

湯元白金温泉ホテル 白金 ９４－３３３３ ヘアーサロンいながき 本町１ ９２－２０９１ ㈲モリヤ写真舘 本町１ ９２－１８１９

ホテル　パークヒルズ 白金 ９４－３０４１ ヘアーサロン　きぃ～ろ 北町１ ９２－４６０９ ㈱山上石油 本町３ ９２－１４７９

民宿　たきかわ 栄町１ ９２－３４４８ 北川理容院 栄町１ ９２－１５６７ 山本タイヤ 中町１ ９２－４３３６

ファームペンション　ウィズユー 新星第１ ９５－２７４８ キミ美容室 中町１ ９２－２０８９ (有)ヨネハマ電器 栄町１ ９２－１８４３

フォテージ　イン　美瑛 大町２ ７３－４９２２ くどう美容室 西町１ ９２－３１９７

くつろぎの宿　結び家 旭町１ ７３－９７６８ ＳＡＮＴＡＩ　ＢＡＬＩ　biei 西町４ ９２－３７３９

オーベルジュKUNST HAUS（クンストハウス） 憩が丘 ９２－０７７０ Swell 旭町３ ９２－１５９５ 小野建築 中町３ ９２－３２８０

美瑛丘の宿　四季 憩が丘 ９２－５３６０ ヘアーサロン　すずき 栄町１ ９２－１８５０ ㈲木田建設 中町４ ９２－２４３２

丘のペンション　ポプラ 大三 ９２－０１２７ three peace 大町１ ７４－６２７１ ㈲今野エンジニア 東町２ ９２－７１７７

絵織の丘　レンタルハウス 赤羽 ９２－２２３４ ヘアーサロン　トダテ 西町１ ９２－１８５８ ㈲佐藤塗装店 扇町 ９２－１２３９

VILLA e PIZZERIA　iLcoVo（イルコーヴォ） 大村村山 ９２－５４８９ hair&face naige 水上 ９２－５２３２ ㈱清水組 西町1 ９２－１１６６

丘の宿　星の庵 大村中本 ９２－４９９３ Ｈａｉｒ　Ｆｕｆｌａ 寿町４ ９２－２００１ ㈲新栄建設 丸山１ ９２－３１７１

Pension Ken &　Mary 大久保協生 ９２－４１９４ 美容室Bonin．hair 北町１ ９２－５６５７ ㈲大創ホーム 旭町３ ９２－３６３７

Alp Lodge（アルプロッジ） 大久保協生 ９２－１１３６ ホワイト理容院 中町１ ９２－２０８８ ㈲成田鐵工 大村村山 ９２－３４２１

スプウン谷のザワザワ村 大久保協生 ９２－７０３７ 山下理容院 旭町２ ９２－３２１９ ㈱西森組 本町４ ９２－１００２

ファーム雨読舎（Udocshaコテージ） 大久保協生 ９２－３０１０ ビューティーサロン　you 栄町１ ９２－２６６６ ㈱美詠 大町１ ９２－５２８３

ペンション　tomte rum（トムテルム） 大久保協生 ９２－５５６７ びえいからまつ協同組合 北町３ ９２－５０５５

カントリ―ハウス　KAKI 北瑛第１ ９２－３５８８ ㈱美瑛プロパンセンター 丸山１ ９２－３１４１

木のうた 夕張 ９２－５５９２ ㈲青山自動車用品 中町２ ９２－１９６５ ㈱北海電材工事社 栄町２ ９２－１３６７

ペンション　ジャガタラ ルベシベ第２ ９５－２９６０ ㈲旭モータース 南町４ ９２－１５２８

美瑛の小さな宿　丘のほとり 美馬牛新栄 ９２－５３６０ 合同会社ＡＮＤ 美瑛原野 ９２－０５３７

Ritz Garden　虹（Niji) 新星第３ ９５－２４９２ 犬伏クリーニング店 中町１ ９２－１４３３ ａｔｅｌｉｅｒ　ｎｉｐｅｋ 美沢希望 ７４－８１６９

ペンション　麦（ばく） 新星第３ ９５－２３３３ 太田タイヤ 東町１ ９２－３５０６ 丘の上を歩くｽｷｰ・ｽﾉｰｼｭｰｶﾞｲﾄﾞ　ポテトの丘 大村村山 ９２－３２５５

HILL TOP LODGE　遊岳荘 福富憩 ９２－４９４１ ガイドの山小屋 美馬牛 ９５－２２７７ 写真ギャラリー「美瑛日和」 中町１ ９２－８５００

笑顔咲く宿　めぐみ雪 福富憩 ９２－０３０５ 川喜田自動車整備工場 美馬牛 ９５－２２５５ ㈱拓真館 拓進 ９２－３３５５

CoroCoro 福富憩 ９２－４７４５ 共立機工㈲ 扇町 ９２－３５７５ 西美の杜美術館 ルベシベ第２ ９５－２３３９

小ちゃなお宿　こんぺい草 福富豊栄 ９２－５９７１ ㈱小杉石油店 西町１ ９２－１１０１ Be my BIEI ガイドデスク 本町１ ７４－５７５７

緩・慢　Adagio（アダージオ） みどり ９２－５５１３ 佐藤商事㈱ 中町１ ９２－１５６１

みどりの森の小さな宿　ことりとこりす みどり ７６－１９３０ ㈲シージーエム 幸町２ ９２－２８７７

美瑛旅の宿　陽だまり 水上 ９２－５５１０ ㈲新和農機販売 扇町 ９２－３４２７ 長﨑典子税理士事務所 旭町３ ７６－６６３２

ペンション　薫風舎 美沢共生 ９２－０９９２ 菅原燃料店 西町１ ９２－１１５０ 道の駅びえい「丘のくら」 本町１ ９２－０９２０

和 raku-Tei 美沢早崎 ７６－５２２２ ㈲寺島商会 本町１ ９２－２１９１ 道の駅びえい「白金ビルケ」 白金 ９４－３３５５

ペンション　We（ウィ） 美沢希望 ９２－１７７７ ㈱十勝自動車修理工場 西町１ ９２－１２３６ 青い池売店 白金 ９４－３３５５

ケント白石　写真家の宿　てふてふ 美沢双葉 ９２－５１３７ 中村商事㈱ＥＮＥＯＳ美瑛給油所 扇町 ９２－２５７９ 四季彩の丘 新星第三 ９５－２７５８

リゾートハウス　BIBI 美沢美生 ９２－４０１３ ののせクリーニング 中町１ ９２－１４５１ 四季の情報館（案内所） 本町１ ９２－４３７８

森の旅亭　びえい 白金温泉 ６８－１５００ 美瑛憩が丘どうぶつクリニック 憩が丘 ９２－８６８６ 北西の丘観光案内所 大久保協生 ９２－４４４５

温泉ゲストハウス、美瑛白金の湯 白金温泉 ７４－８１３１ 美瑛自動車工業㈱ 中町１ ９２－１１８５

㈲チカラノ 俵真布中央 090-6000-9553 びえい新聞 西町１ ９２－１３０５

丘上の一軒宿　星ヶ丘 みどり ９２－５５５１ ㈲美瑛綜合オートセンター 中町４ ９２－１４５２

BURAハウス 下宇莫別拓殖 ９２－４２６５ 美瑛町農業協同組合 オートサービスセンター 中町１ ９２－３９７９

オーベルジュ　ド　びえい幸町 幸町４ ７３－４５６８ 美瑛ハイヤー㈱ 本町１ ９２－１１８１

bi.blé（ビブレ） 北瑛第２ ９２－８１００ 美瑛はなや 扇町 ９２－１２３０

令和２年７月２１日現在　　

サービス

理容・美容

建 設

その他

ギャラリー・体験

宿泊施設

裏面もご確認下さい

裏面もご確認下さい


