富富良良野野

START

1

ルート略図
道央道 滝川IC
国道38号ほか
（約59km）

極上パウダースノーが待つ
富良野の人気ゲレンデへ
冬の富良野は魅力満載！ ゲレンデでのスキー＆スノボはもちろん、珍しい土の博物館や
納屋を改装したカフェ、人気イタリアンなど注目スポットを巡ってみよう！

人気スノーリゾートで
雪山遊びを心ゆくまで！

３月のおでかけは︑ウィン

タースポーツを楽しみに白銀

の富良野エリアへ︒滝川ＩＣ

から上富良野町方面へ向かい︑

まずは
﹁土の博物館 土の館﹂

で貴重な土壌標本やクラシカ

1

ルトラクタを見学︒続いては

※走行時間にはスポット滞在時間は含んでいません

﹁ｋａｎｅｋｏ ｃｏｆｆｅｅ ｂ

ｅａｎｓ﹂
で︑雪化粧の田園を

眺めながらスイーツとコーヒ

ーを味わおう︒ランチは富良

野市街の人気イタリアン
﹁Ｒ

ｉｎｃｏｎｔｒｏ ﹂で︑お得な

総走行距離／約133km
走行時間／約3時間20分

パスタセットを堪能︒食後は

国道38号ほか
（約53km）
G O A L 道央道 滝川
IC

﹁菓子工房 プチ
スキー場麓の

道道800号
（約700m）

5 富良野スキー場

フ ルール﹂で︑地元素材のお

4 菓子工房 プチフルール

菓子を手に入れたい︒最後は

国道38号ほか
（約2km）

ランを満喫し︑冬ドライブを

国道237号ほか
（約14km）

3 Rincontro

締めくくろう︒

2 kaneko coffee beans

﹁富良野スキー場﹂
でパウダー

土の博物館 土の館
国道237号ほか
（約4km）

Drive Course

土の博物館 土の館

見応えある展示の数々で
農耕と土作りの歴史を知る
世界の農耕の歩みと、土と人間の関わりの大切
さを伝える博物館。国内外の貴重な土壌標本
は必見で、先人たちの土作りにかけた情熱が感

2
1.83台のクラシカルトラクタが並ぶトラクタ博物館
2.本館では115点もの土壌標本を展示。それぞれの
土壌の特色がよくわかる 3.木の色だけで富良野周
辺の大自然を表現した木壁画「万物流転」 4.北海
道遺産と日本機械学会の機械遺産に認定されている

1

4

3

じられる。併設のトラクタ博物館も見逃せない。
i上富良野町西2線北25号
1 0167･45 ･3055
6 9：00〜16：00
d㊏㊐㊗の不定
（季節で異なる。詳細はHP 参照）
7入館無料
P600台
（無料）
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Drive Course

kaneko coﬀee beans

白く輝く雪景色を眺めながら
至福のコーヒータイムを
雪化粧の田園にポツンと立つ、自家焙煎コーヒ
ー＆パン工房。古い納屋を改装した趣ある空間
で、道産小麦のバゲットメニューなど食事やデ
ザート、ひきたて豆の多彩なコーヒーが味わえる。
i上富良野町東2線北21号
10167･45 ･2055
6 11：00〜20：00
（LO19：00）
d不定 f34席2
P20台
（無料）

3
（M ￥450）
と「フレーバーカフェ ･
3.パイの「あんホイップ キャラメルソース」
4.コーヒー（1杯￥450 〜）はテイクアウトもOK

オ･レ」
（￥650）

「 巨 大バゲット」（￥1,080）
など、

1

パンは8種前後を販売

1.雰 囲 気 のいい2F席。
窓の外には真っ白な雪
原が広がり、晴れた日に
は芦 別 岳などの山並み

4

3

Drive Course

Rincontro

元調理学校講師の技が光る
地元食材の絶品イタリアン
調理師学校で長年講師を務めていたシェフが腕
を振るうイタリアンは、素材を生かした優しい味わ
い。富良野産小麦の手打ちパスタに前菜とドリ
ンクが付く、満足度の高いランチがおすすめだ。
i富良野市朝日町2-2 市営朝日町団地1F
10167 ･56 ･7690 611：00〜14：00
（LO13：30）
、18：00〜
21：00（LO20：00） d㊊（㊗の場合は翌日）、そのほか不定
休あり f20席3 P無料の共用駐車場を利用
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4.白壁の清潔感あふれ
る店内。 昼はパスタの
お得なセットを、夜はコ
が
ース料理
（￥2,160 〜）
味わえる

5.場 所は富

良野駅前に立つ集合住

4

宅の1F。裏手の駐車場

3
1. 旨味が濃い「牛ほほ肉とレンズ豆のラグ
ーソース」
（￥1,500） 2. 酸味がさわやかな
「北あかりのニョッキトマトソースとモッツァ

側にも入口がある

※1・2共にランチ
レッラチーズ」（￥1,000）
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セットの価格

3.ランチに＋￥200で、自

家製のドルチェ 1品を付けることも

1

2

も望める

2.元 農 家の

建物や敷地を利用

4

Drive Course

菓子工房 プチフルール

ふらの牛乳にふらのチーズ
地元の逸品を生かした富良野銘菓
創業100年を超える富良野屈指の老舗菓子店。生地にふら
の牛乳を使ったフワフワの
「ふらの牛乳ワッフル」
や
「ふらのチ
ーズパイ」
など、地元素材を盛り込んだ名物スイーツがそろう。
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i富良野市北の峰町4-65 10167 ･22･5535 6 10：00〜18：00
d㊐ ※3/15㊎〜4月中旬休業予定 P5台
（無料）
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4.先代までは和菓子店で、現在の3
代目から洋菓子がメインに。 富良野
で長年愛される名店だ

5.富良野ス

キー場麓の北の峰エリアにある

4

3
「ふらの牛乳ワ
1.カスタードなど19種そろう
ッフル」
（1個￥205 〜） 2.ふらのチーズに
白あんを混ぜ、パイ生地で包み焼いた
「ふ
らのチーズパイ」
（1個￥150）

3.「芦 別

2

岳最中」
（1個￥150）
など和菓子も販売

3

3.ゲレンデ直結の新富良野プリンスホテル 4.ホテル内にある富
良野温泉「紫彩の湯」
は日帰り利用も可
（大人￥1,540、子供￥770、
13：00 〜最終受付23：30）
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Drive Course

富良野スキー場

開放感抜群の全23コースで
極上のパウダースノーを体感
2
1.富良野市街が眼下に広がる中斜面のダイナミ
ックコース。中級者向け 2.コース幅が広く、初
心者も快適に楽しめる3,300mのスピースコース

access map 札幌市街からのアクセス
札幌市街から国道12号、南7条米里通などを経由し、札幌

ICより道央道下り線（旭川方面）へ入る。約81km先の滝川
ICを降り、国道38号、一般道などを経由し上富良野町方
「土の博物館 土の館」へ。三笠ICからは道
面へ約59kmで
道116号、国道452号、道道135号などを経由して約78km

ワイドな一枚バーン
のファミリーゲレン
デ。平均斜度10度
と緩やかで、ステッ
プアップの練習コー
スに最適

道内トップクラスの雪質と豊富なコースバリエ
ーションが魅力の人気ゲレンデ。富良野ゾー
ンと北の峰ゾーンの2エリアで、大雪山系の
絶景を眺めながら爽快な滑りが堪能できる。
レストランや無料休憩所など付帯施設も充実。
i富良野市中御料 10167 ･22 ･1111
（代）
6 8：30〜19：30
（ナイターは16：30〜）※3 /25㊊ 以 降は
（ゲレンデの営 業は〜5 /6㊗、ナ
9：00〜16：00 dなし
イターは〜3 /23㊏）
※期間・時間は積雪や天候状況で
変動あり 7リフト1日券大人￥5 ,700、
シニア
（60歳以
上）￥5 ,100、小学生以下無料 ※3 /25㊊以降は大人
￥4,200、
シニア￥3,700 P2,430台
（無料）
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