東胆振ファンプロジェクト2P

３稿

東胆振
ファン
ト
プロジェク
！
足
発

白老・苫小牧・安平・厚真・むかわの

！
会員登録もこちらから

白老町

炭火で焼く
ジューシーな白老牛

☎0144・84・1198
15：00 休 日

幸せの生ソフト 450円
▲2019年北海道ソフトクリーム
グランプリ準優勝。濃厚でクリ
ーミーな生ソフトをどうぞ

☎0144・77・2796 所 苫小牧市しらかば町4丁目22の11 営 夏季
10：00～18：00、
冬季11：30～18：00 休 月 火（祝 の場合は振替有）

ご飲食の方、会計から10％引き。 ▲ホッキの旨みを存分に味わえる
ように、ホッキに軽く火を通しチ
※１グループ全員。
ーズなしで仕上げた一品

☎080・4501・5450 所 苫小牧市浜町2丁目2の4
21：00（ L.O 20：00）休 月（ 祝 の場合は翌日）

ph

ポロニ

所 安平町遠

お食事の方、アイスクリームプレゼ
ント。
※1グループ全員。

☎0144・36・2019 所 苫小牧市新中野町3丁目13の8
営 10
：00～21：00 休 日

本企画の問合せ／東胆振ブランド創造協議会代表事務局 ☎0144・32・6062（苫小牧市総合政策部まちづくり推進課）

お食事の方、そば大盛り無
料。
※1グループ全員。

浅594

営 11
：00～15：00 休 木

自家
コーヒーと
焼き菓子
自家焙煎珈琲480円～600円
焼き菓子130円～500円

会計500円以上で、3%引き。
※1グループ全員。
所 安平町

☎0145・29・7022 所 厚真町京町12の1 営 10：00～18：00、カフェメニュー10：30～
（ L.O 17：30）、ランチ11：00～14：00 休 水（ 祝 の場合は翌日）※ 水 豆腐販売有

▲コーヒーを愛してやまない店
主が自家焙煎コーヒーをハンド
ドリップ。テイクアウトも可

追分緑が丘114の14

営 10：00～

▲ラーメンだけでも気軽に入れ
るアットホームな焼肉店。ゆった
りした座敷でくつろげる

☎0145・22・2569
（ L.O 20：30）休 月

所 安平町早

京城館（早来）
お食事（1000円以上）の方、
ソフトドリンク
（ミニ缶）1本サ
ービス。※1グループ全員。

来大町78

営 11
：30～21：00

道の駅 むかわ四季の館
ソフトクリーム300円→250円。
※1グループ4名まで。

厚真ジンギスカン 一人前 825円

お食事の方、ソフトドリンク1杯サ
ービス。
※1グループ全員。

▲焼肉店で厚真ジンギスカンが食べ
られる唯一の店。他にカツカレー、
ラーメン、キムチラーメンも人気

☎0145・27・2929 所 厚真町錦町7の3 営 11：00～14：00、17：00～
21：00（ L.O 20：30）、土 日 祝 11：00～21：00（ L.O 20：30）休 不定

リスも訪れる
森のカフェ♪

☎0145・42・4171 所 むかわ町美幸3丁目3の1
（コーヒーショップ四季）休 不定

ph

ぽぽんた市場

▲上質なスイーツとおいしい紅
茶でひと休み。おとぎの国に迷
い込んだようなすてきな空間

☎0145・29・7020
休 火水

お買い上げのお客様に、エコバッ
グ（A４サイズ）
を1つプレゼント。
※1グループ1つ。

▲ぽぽんた市場は、むかわ特産の
ししゃもをはじめ農産物や水産物
など、豊富な特産品が並ぶ直売所

☎0145・42・2133
休 12/27～1/6

所

営 11
：00～17：00

むかわの特産品大集合！

所 むかわ町松風3丁目1 営 10
：00～17：00

むかわ名物

ph

たいやきの店
いっぷく堂
たいやき６個お買い上げの方、
さらに１個プレゼント。
※1グループ全員。

めでたいやき120円
恐竜たいやき 160円（あん・クリーム）
▲カムイサウルス・ジャポニクス（通
称むかわ竜）で知られる、むかわ町
ならではの恐竜の型をしたたいやき

☎090・6877・2568 所 むかわ町松風1丁目37
（商品が無くなり次第終了） 休 不定

営 10
：00～18：00

居心地のいい
イタリアンカフェ
メイプ ルリーフカフェ

Maple Leaf Cafe

パスタのランチセット 1500円
（サラダ・デザート付き）

お食事ご予約で、食後のコーヒ
ー1杯サービス。
※1グループ全員。

▲穂別の食材をメインにイタリ
アンベースで提供。おいしいコ
ーヒーとケーキもオススメ

☎090・3394・0633 所 むかわ町穂別17の7 営 11：00～23：00
※コロナ対策のため2日前までに要予約、入店は1時間1組

すりりんぐ工房cafe
お食事の方、ドリンク50円引き
で提供。
※1グループ全員。

☎0145・45・2520
休 不定

休 木

ph

momo cafe
ご飲食の方、ドリンク50円引き。
※1グループ全員。

厚真町豊沢495の4

営

11：00～日没

ベーグルサンドハンバーグ 450円
▲道産小麦を使用したベーグル
サンドと、道産素材を使ったハン
ドメイド雑貨を販売

所 むかわ町穂別64 営 11
：00～15：00

モ モ カフェ

日高産生クリームのフルーツロール
300円

▲本格コーヒーでくつろげる道
の駅のカフェ。パスタやカレー
の軽食やデザートも

ベーグル&
ハンドメイド雑貨

焼肉&ラーメン 厚真園

地元に愛される
焼肉店
ホルモンら～めん 730円
（みそ、しお、正油/辛みそ＋50円）

大豆丸ごと豆腐「雪ほたる」1000円以上お買
い上げで、会計から50円引き。カフェorランチ
利用でお一人50円引き。※1グループ全員。

厳選食材を
真心込めて提供！

コーヒースタンド
シエスタ
☎090・5956・7910
18：00 休 火

厚真町まちなか
交流館しゃべーる

▲まるごとの大豆を使った自家
製豆腐「雪ほたる」の名物カレ
ー。お豆腐はお土産にも

追分町 I.C から約３分

▲体の芯から温めてくれる大自
然の中の温泉。湯上がりはラー
メンを食べてのんびりと

原生林に湧いた太古の湯
樹海温泉 はくあ
特典

営 11
：00～17：00

☎0145・22・3733

ph

特産のししゃもと恐竜に出会う

新千歳空港から車で約３０分

（コーヒーショップ 四季）

厚真自慢の味を
食べて買って

特典

☎0144・82・3018 所 白老町東町1丁目1の5
（ L.O 16：30）休 不定

▲ボリュームたっぷりの牛赤身
ステーキ。食後はコーヒーやパ
フェでおいしいひととき

自家製とうふそば 950円
▲店舗に畑のある人気そば店。
オススメは胆振の大豆で作る自
家製のとうふを乗せたそば

▲厚真産の放牧豚を使用したジ
ューシー豚丼。田園のいで湯は、
ラドン温泉が大人気！

☎0145・26・7126 所 厚真町本郷229の1 営 レストラン11：30～14：00、
17：00～19：30、
日帰り入浴10：00～22：00 休 不定

豆腐カレー 650円

特典

お食事の方、ソフトドリンク100
円引き。1グループ全員。

そば哲 遠浅店

ぶ れいく

プチレストラン葡麗紅

日

あつま豚丼100円引き。
※1グループ全員。

おいしいそばを
自家野菜で

味もボリュームも
食べ応え満点
特典

会長ステーキセット 400g 1837円
（ライス・サラダ・味噌汁付き）

特典

▲JR白老駅前で煮込みハンバーグ
や白老牛のビーフシチューなどの
ほか、煮魚の和定食も食べられる

Poroni

営 11
：00～

営 12
：00～14：00

むかわ町

特典

白老牛も魚定食も
楽しめる

ホッキ&ミニトマトのpizza
S 1200円 L 1500円

来大町112の2
（ L.O 21：30） 休

あつま豚丼 普通1200円、
特盛1500円、豚丼セット1300円

特典

営9
：00～17：00（物販）、

☎0145・22・4100 所 安平町早
（ L.O 13：30）、17：00～22：00

▲中華料理や各種定食を豊富
なメニューから選べる。宴会場
のあるファミリーレストラン

特典

業106年の水産会社の直営店

nonびり～の
特典

特典

たらこ丼 1650円

☎0144・87・3892 所 白老町虎杖浜185
11：30～14：30（食事）休 不定

白老牛のビーフシチューセット
（普通盛）1750円

ソフトクリームご注文で、会計から
50円引き。
※会員のみ。

のん

お食事の方、ごはん大盛り無料。 ▲虎杖浜たらこ、真鯛の昆布〆、
たらこの天ぷらを満喫できる、創
※2名まで。

ph

🄬

幸せの生ソフト🄬
プチラパン

海を眺めて
ご当地ピッツァ

たらこ家 虎杖浜

お食事の方、ドリンク
（コー
ヒーorジュース）100円引き。
※1グループ全員。

※道央道・日高自動車道経由

特典

虎 浜たらこを
老舗の味で

レストラン しばらく

とっても濃厚クリーミー♪

ph

こぶしの湯あつま

ph

特典

所 白老町大町3丁目1の11 営 11
：00～20：00

休 木

所 苫小牧市汐見町1丁目1の14 営 9
：00～

☎0145・29・8168 所 厚真町表町53の6 営 11：00～18：00、土
日 祝 10：00～17：00 休 火 、第2・4 月
（ 祝 の場合は翌日）

！
炭火で焼いた放牧豚を丼で

特典

店内でお食事の方、ドリンク
（コー
ヒーorソフトドリンク）1杯サービス。
※1グループ全員（お食事の方）。

▲丼に日替わりのネタ10種がて
んこ盛り♪鮮魚店直営で鮮度
抜群！ホッキメニューも大好評

特典

KINPEN CAFE

うおきん海鮮丼 1760円

札幌から約89km、
約１時間15分

特典

ご飲食の方、併設の魚金商店で
のお会計から10%引き。
※1グループ全員。

カフ ェ

特典

▲一番人気のポークチャップは、
厚切りでジューシー♪食後のスイ
ーツもおススメ！

キンペン

ph

とまこまい市場めし
魚金食堂

白老牛とポロト豚の
肉カフェ

ポロト豚の厚切り
ポークチャップ 1650円

PR 企画

自慢の料理はおよそ
200種類

札幌から約86km、
約１時間20分

厚真町

札幌から約96km、
約1時間20分

特典

営 10
：00～16：30

ボリュームたっぷり
海鮮 ♪

来大町199の1 営 8：30～18：00
勢等により変動有

スイーツ全品50円引き。
（物販品
を除く）
※1グループ全員。

特典

☎0144・61・1733 所 白老町大町2丁目1の4
（ L.O 16：00）休 日 月

☎0145・22・2992 所 安平町早
休 12/31、1/1～1/3 ※社会情

白老町

ハスカップカフェ
Labo

▲厚真産ハスカップを使ったクレ
ープ、スムージー、ソフトクリーム
を地元で味わって！

むかわ町

新千歳
札幌 空港
札幌から約74km、 ★
約1時間10分

苫小牧市

厚真産ハスカップの
スイーツ♪

ハスカップヨーグルトソフト（ワッフルコーン）500円
ハスカップクレープ（ジャムホイップ）450円

特製ポストカード1枚進呈。
※一人1枚。

特典

▲白老町内の作家のハンドメイド
雑貨に囲まれて、白老産の鹿肉
を使ったキーマカレーはいかが？

▲JR早来駅に隣接した安平町
のアンテナショップ。観光案内
や特産品の販売を行う

▲厚真産の希少な米愛豚をは
じめ、地場産の食材をたっぷり
満喫することができる

☎0145・29・7344 所 厚真町錦町5の1 営 11：00～14：00、
17：00～22：00（ L.O 21：30）休 日

ph

安平町物産館

札幌から約67km、 約1時間10分

温泉もある道の駅で
ひと休み
厚切りロースカツ定食
1200円※ランチ限定

ランチ定食類100円引き。
※1グループ全員。

鉄道ロマンと
まちの物産

☎0144・68・5888 所 苫小牧市錦岡332の119（本店）
営9
：00～18：00 休 火（ 祝 の場合営業）

特典

特典

店内でお食事の方、ドリンク
（コ
ーヒーorソフトドリンク）1杯サー
ビス。※1グループ全員。

鹿肉のキーマカレー 880円

黄金メロンパン2個まで半額。151円→
75円。※三光店・見山店でも利用可。
詳細は同店のＨＰで確認。※会員のみ。

▲軽い食感と優しい甘さの黄金
メロンパンなど、焼きたてパンと
スイーツが盛りだくさん

丘49の1 営 9：00～18：00（4月～10月）、
1/1～1/3 ※社会情勢等により変動有

安平町

特典

ラ ナ ピ リ カ

黄金メロンパン １個 151円

▲SLの煙をイメージした濃厚ミ
ルク味のソフトクリーム。SLの見
学もできる道の駅

特製ポストカード1枚進呈。
※一人1枚。

四季舎の森
フルールブラン 本店

雄大な田畑と海、農業体験も

食空間ゆるり
もくもくD51ソフト 380円

東胆振エリア

※掲載内容は、8/3時点の情報です。新型コロナウイルス対策に
より、掲載内容が変更になる場合がございますので、お出かけ前
に各施設にお問合せください。

特典

営 10：00～18：00

白老のハンドメイドに
夢中
Rana Pirica

ph

ら

まいらぶた

道の駅 あびら
D51ステーション

☎0145・29・7751 所 安平町追分柏が
9：00～17：00（11月～3月）休 12/31、

EB か

「米愛豚」を食べに来て

特典

☎0144・82・7736 所 白老町大町3丁目3の11
※コロナ対策で変動の場合有 休 水

所 苫小牧市汐見町1丁目1の13 営 5
：00～

特典

特典

パンケーキミックス４袋お買い上げ
で100円引き。
※１グループ全員。

▲市場にある食堂だから毎日新
鮮！苫小牧で一度は食べたい旨
みたっぷりホッキカレー

はW

厚真町

鉄道の歴史と馬産地のまち

道産食材のこだわりパン

ベ イ ク

MAIKO'S BAKE

ホッキカレー 1200円

登録

！

鉄道に思いを寄せて
ひと休み

ホッキカレーご注文の方、ホッキ
カレー専用ガラナ1本サービス。
※1グループ全員。

☎0144・36・2023
14：00 休 日 祝

安平町

バー

本事業は
（公社）北海道観光振興機構の
「令和2年度地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業（広域連携事業）」の支援を受けています。

札幌からも近く、お出かけしやすい「東胆
振エリア」。
「東胆振ファンプロジェクト」
が発足し、ますます楽しめるエリアとなり
ました。会員（無料）になれば、各エリアで
様々な特典が受けられたりお得がいっぱ
い！知られざる魅力的なスポットもたくさ
んあるので、特典を使って東胆振を存分
！
に満喫しちゃいましょう

特典

マ イ コ ズ

ph

山と湖と港、レジャーが多彩

マルトマ食堂

小麦本来の旨みが
楽しめる

▲道産小麦の「きたほなみ」と砂
糖、ベーキングパウダーだけのシ
ンプルなミックス♪

メン

特典

▲炭火でじっくり自分の好みの
焼き加減で食べる白老牛は、見
て食べて感動のおいしさ！

☎0144・83・4567 所 白老町石山112の14 営 11：00～20：00( L.O 19：30)
※コロナ対策で変動有 休 水（ 祝 の場合は営業振替休有）

☎0144・84・8179

苫小牧市
特典

特典

極上バーベキュー 2750円

極上バーベキューご注文の方、ライ
スセットサービス（ライス・味噌汁・ミニ
サラダ）。※１グループ２セットまで。

会員優待イベント開催！
メルマガ配信も！

Check

左の二次元バーコード、もしくは東胆
会員証提示で協賛店から特典を受け
年１回程度会員がおトクに楽しめる
振地域ブランド創造協議会のＨＰから、 られる。協賛店は増えていく予定！ファン イベントの開催や、定期的に東胆振
会員登録をすると会員証が発行される！ 感謝企画としてプレゼントの抽選も♪
のイベント情報等をメルマガで配信。

市場の食堂で
ホッキカレー！

焼肉とステーキの店
レストラン カウベル

ph

おトクな特典が
いっぱい

特典が受けられるスポットはこちら！※他特典などとの併用はできません

アイヌ文化伝承と豊かな温泉

パンケーキミックス
200g 324円

Check

店

8/20～21年3/31

！
会員登録しよう

協賛

東胆振（白老町、苫小牧市、安平町、厚真町、むかわ町）
1市4町の活性化を目指す「東胆振地域ブランド創造協議会」
が主催。WEBで会員証を発行すると、うれしい特典が受け
！会員登録は無料なので、今すぐ会員になろう！
られる

Check

◀協賛店はこの
のぼりが目印

東胆振ファンプロジェクトとは？

！
ＨＰをチェック

尽くそう♪
▶会員証

東胆振エリアを楽しみ

ファン会員になれば特典満載！

大人入浴料100円引き。
※1グループ全員。

☎0145・45・2003 所 むかわ町穂別稲里417の1 営 11：00～19：00、
13：00～19：00（12月）休 火（祝 の場合は翌日）、1月～3月（冬季休業）

