
北海道観光振興機構メディアプロモーション

（一社）ふらの観光協会 野村守一郎

富良野・美瑛広域観光センター

TEL 0167-23-3388 FAX 0167-39-1222E-mail jo.kankou@furano.ne.jp



桜と雪山
北海道の内陸中央部 富良野・美瑛エリア
の桜の見頃は5月初旬から中旬にかけてで
す。 特に雪山と一緒に桜を見ることのでき
るポイントが人気です.

今年は北海道150年の節目を迎える年です。
富良野地域は、内陸の開拓困難地域だっ
たために北海道の中では大変遅れて開発
されました。

富良野盆地は地盤が軟らかく、開拓以前は
そのほとんどが泥炭の沼地で、1年を通して
乾くことがなく、氷点下20度を超える真冬で
も湧水のために凍ることのない沼をあちこち
にもっている盆地でした。

北海道の中心に連なる２つの広大な山々に
降り積もった雪が川となり、地下水脈となり、
太古からの水の循環があちこちに今も色濃
く残っている地域です。

写真上；朝日が丘公園の桜と北の峰
写真右下；北海道中心標公園
写真左下；鳥沼公園



芦別岳 （標高1,726m）
北海道の中央、日高山脈夕張山地の連なりの一つ、芦別岳。富良野盆地から南西方向を仰げる岩壁が
雄々しい山なみ。 訪れる方はもとより地域の人々にも愛される美しい山並みです。5月中旬ごろから富良
野盆地水田に水は注がれ、水面に映る芦別岳や十勝岳連峰はこの時期ならではの絶景です。



富良野西岳
(日高山脈夕張・芦別岳連峰）

山開き
登山会
中級以上コース
(約2時間半のコース）

6月中旬

申し込み問合せ：（一社）ふらの観光協会 TEL ０１６７－２３－３３８８



富良野岳
（大雪山系十勝岳連峰）

山開き
6月中旬
①縦走コース
上級者向けの本格コース

②原始ケ原コース
初心者向けコース

北海道探検の祖、松浦武
四郎が通過したルート、ト
カチルウチシ。原始ヶ原
には通過の碑があります。
北海道開拓以前の原風
景が広がるコース。登山
コース沿いに、いくつもの
滝が存在するのも魅力。

受付・問合せ
（一社）ふらの観光協会

０１６７－２３－３３８８



極上体験雲海フライト；
年間1300体験のうち、50体験程度の希少体験

地表から7～80ｍ位の位置に発生している雲を、上
昇しながら突き抜けていく。高度４００ｍ程度で、エ
ンジン停止。セールコントロールで滑空して地表ま
で。

MPG
そらち

モーターパラグライダー フライト体験
2つの山並みに囲まれた富良野盆地は、気流が安定している屈指のエリア。

通年営業中
TEL 0167-23-6638
富良野市西学田2区
代表 佐藤 賢治
営業時間：
AM 8:00～PM 6：00
（冬期 AM 9:00~）

タンデム体験
（二人乗り）
１フライト 10～15分

タンデムフライト体験者の６０％は20~30代の女性。
体験時間；セッティング15分、1フライト10~15分、
合計30分程度必要ですが、気象コンディションによって
待機時間が発生する場合もあります。
午前中早めの体験がお勧めです。
1年間に1300フライトを超える方が体験しています。
雲海は6月後半くらいから出始めます。
雲海フライトは偶発的な気象j状況ですので、狙ってい
ても体験できない場合もありますが、9月~10月の朝は
雲海発生確率も高くねらい目といえます。 パラセーリング



• ４/28～5/6 6/2～10/8   朝6:00～7:00 ・ ４/28～5/6 以降は土日のみ 6/1～10/10 朝6:00～7:00 

• 7/1～9/23 夕方18:30～19:00 ・ 7/1～8/31 夕方18:00～19:00

夏の熱気球
係留フライト

冬のフリーフライト

北の峰エリア： レジャーガイド遊び屋 新富良野プリンスエリア： アルパイン計画
TEL 0167-22-0534 TEL 0167-22-1311

富良野盆地は年間通じて、比較的気流が安定して
いるエリアです。



開花前の色づいたラベンダー 開花したラベンダー 刈取後、返り咲きのラベンダー

ファーム富田
長年のラベンダー栽培は、本場フランスの品
評会でも高い評価を受け、豊かな香りをもたら
す天然香料として認められ、自社生産されるラ
ベンダーの精油製品製造開発を続ける施設。
カボチャやジャガイモの花を見る人からお金を
いただかないのと同じように、ラベンダーの花
を見る人からはお金をいただかない。
あくまでも株立ちの高い、油分豊富で香り高い
ラベンダー栽培に徹する農業を貫く施設。



北海道の代表的な8つの
ガーデンが集中している
帯広から富良野、旭川を
つなぐ全長約250㎞の
ルート。
北海道ガーデン街道

残雪の頂から吹きおろす風揺ら
ぐ折々の花々

風のガーデン

今年、開園から10周年目を
迎える風のガーデンでは、
早朝、園内で朝食をとる事
のできる企画が用意された
り、10周年記念イベントが
企画されています。このほ
か

ガーデン街道では連携した
チケットの販売やイベントな
どを予定しています。

広大な北海道ならではの個
性にあふれた8つのガーデ
ンでは、それぞれに豊かな
食に関する充実した取り組
みも行っています。



Le Gaulois  FURANO
ルゴロワ・富良野 2018年5月28日（月）OPEN

これまで、1997年表参道
開店から、多く方々に支
えられて、2006年神宮前
へ移転後も、北海道食材
にこだわったレストランと
して名をはせた「ル・ゴロ
ワ」。そのシェフ大塚さん
夫妻。

「獲れた場所で食べるの
が一番おいしい」と北海道
食材の魅力を追及すべく、
富良野へ移住され、さら
に北海道の生産者とつな
がりを広げ、北海道食材
を中心とした料理を提供
すべく、「風のガーデン」に
隣接する森の中に、いよ
いよスタートします。



Le Gaulois  FURANO
営業時間 :  ランチ/  12::00～14:30  （L.O 13:30）

ディナー/  17:30 ~21:30  ( LO  20:30)
ランチ・ディナーともにご予約制

定休日；毎週月・火曜日（11月にメンテナンスクローズあり）

ご予約専用ダイヤル：
0167-22-1123
予約受付時間：１０：００～１７：００

風のガーデン



富良野ドラマ館 富良野で撮影されたドラマに関するグッズの宝庫 新富良野プリンスホテル内

問い合わせは： FCS・（エフ・シー・エス TEL 0167－23－4245

北の国から放映35周年を記念したDVDブックやドラマにまつわるユニークで魅力的なグッズがあふれてる

旧富良野駅の駅舎を再現した店舗



「北の国から」のロケ地

麓郷地区
放送35周年を経過し、なお物語の続きが
息づくエリア。

小野田そば 手打ちの太麺開拓そば。
五郎さんの好物メニュー



春 山菜採りツアー 広大な森林の中にある集落麓郷。
この地域に自生する季節の山菜
を採取し、ランチや保存食に加工
して味わっていただきます。

ＡＭ・ＰＭの1日2回実施、ＡＭツアーでは山菜採取後山菜を青空テラ
ス店舗にて調理し、ランチがついています。また山菜を使ったデザー
トも提供。
（山菜のフリット、マリネ、山菜を練りこんだパスタ、山菜シャーベット、
山菜のパンなど）
ＰＭのツアーでは山菜採取し、山菜を加工、瓶詰などにしてお持ち帰
りいただくツアー。
（ピクルス、しょうゆ漬け、味噌和え、ペースト、パスタソース、お菓子、
パンなど）

〇時間：ＡＭ ９：００～１２：００

ＰＭ １４：００～１７：００ 約3時間行程
〇対象年齢：小学生以上
〇料金：AM、PM各大人（中学生以上）￥５，５００

小人（小学生）￥４，０００
〇期間4月～6月 （時期により山菜の量・種類等は 異
なります）
〇催行人数：２～６名（お子様のみの参加は不可）
・雨天等悪天候の場合中止

実施店舗名 青空☆テラス
実施店舗住所 北海道富良野市東麓郷３
共済農場ふらのジャム園内
電話番号＆ＦＡＸ ０１６７-２９-２００７
ガイドマネージャー兼店長 平野 弓弦



麓郷街道沿いを流れる布部川をフィールド

とし、放流ではなく自生するニジマスやエ
ゾイワナ、オショロコマを対象にルアー
フィッシング・エサ釣りの体験を実施。また
実際に釣れた魚（小さいもの・食べ切れな
いものはリリース）は青空テラスにて調理
して提供します。

時間：７：３０～１１：００ 約3時間半
〇対象年齢：小学生以上
〇料金：大人（中学生以上）￥６，０００

小人（小学生） ￥４，５００

持ち込みの場合は1名￥５００割引釣り道具

〇期間：4月～6月（雪解け水や川の水量
により実施時期は前後する）
〇催行人数：２～6名（お子様のみの参加
は不可）

・雨天等の悪天候、川の増水により中止と
する場合有り
このほか9:00からと14:00からのツアーも
あります。

早朝フィッシングツアー

実施店舗名 青空☆テラス
実施店舗住所 北海道富良野市東麓郷３共済農場ふらのジャム園内
電話番号＆ＦＡＸ ０１６７-２９-２００７ ガイドマネージャー兼店長 平野 弓弦



「コンシェルジュ富良野」
駅前の商業ビルがリニューアル。宿泊とレストラン、体験予約などの窓口が
オープン。
2階は商工会議所、市観光課、観光協会などの施設が入り、一体となった地域づくり
を目指します。



コンシェルジュ富良野 1階 地産地消レストラン

KITCHEN EVELSA
キッチン エベルサ

地元の旬食材を提供する地産地消レストラン。

時間帯によってサービス形態が変わります。

朝食、ランチ、ディナーそれぞれ富良野の大自
然を感じながら美味しいお食事を。



HOSTELTOMAR
[ホステル トマール]

(宿泊施設）

富良野に新しい宿泊施設が誕生。
JR富良野駅から徒歩3分。
便利な立地とリーズナブルな宿泊料金。

よく休んで、元気いっぱいで 富良野を楽しもう

部屋の種類は全部で「4種類」
シェアルーム（すべて２段ベッドのシェアルーム）
プライベートルームⅡ個室タイプ１～２名
プライベートルームⅢ個室タイプ１～３名
プライベートルームⅣ個室タイプ１～４名

ご予約は
TEL : ０１６７－２２－０７５０

〒076－0031
北海道富良野市本町２－２－２７

コンシェルジュ・富良野 ３F
ホステル トマール

コンシェルジュ富良野 3階



HOSTELTOMAR [ホステル トマール]
(コンシェルジュ・フラノ ３階 宿泊施設）

• シェアルーム

１名様用。 ドミトリータイプのお部屋

すべて２段ベッドです。

女性専用のシェアルームもあります。

ベッド数：６２ 共用シャワー、トイレ

• プライベートルーム

個室タイプのお部屋。 １～２名用タイプⅡ：５部屋

１～３名用タイプⅢ：１４部屋

１～４名用タイプⅣ：４部屋

ご予約・問合せは 0167-22-0750 〒076－0031 北海道富良野市本町２－２－２７

コンシェルジュ・富良野 ３F ホステル トマール

WEB:http://tom-eve.com/index.html
MAIL:info@tom-eve.com



富良野
チーズ工房

体験工房も人気の施設
※要予約
〒076-0013
富良野市中五区
TEL 0167-23-1156
FAX 0167-23-3600

ふらの牛乳
「母乳の味わいを損なわずに製品を作る」を
キーワードに7年の歳月をかけて生まれた濃
厚な味わいのふらの牛乳。賞味期限5日のた
め富良野でしか飲めない一品。

チーズつくり見学ブース

低温65℃30分殺菌、
高圧処理なし

人気のアイスミルク
4月後半から
期間限定
アスパラ味も登場
和菓子のような風
味が人気の一品。

石窯によるピザ2種盛り



ふらのワイン

富良野産ブドウ１００％のワインや
ぶどうジュースづくりに取り組む富
良野市営の施設。

国産ワインコンクールでも高い評価
を受ける本格的な樽熟成のワイン
や瓶内2次発酵のスパークリングワ
イjン、厳冬期の寒さを利用したアイ
スワインの製造にも取り組む。

試飲コーナーではワイン、ぶどう
ジュースを味わえるほかショップで
は工場限定ワインの販売も行って
いる。
限定ツアーとして樽熟成途中のワ
インの試飲なども行っている。

料理とのマリア―ジュが楽しめる
豊富なラインナップが魅力



ファーム富田 ふらのワイン工場

麓郷展望台 ジャム園チーズ工場 （グラスフォレスト、オルゴール） 麓郷石の家

運行期間：2022年６月11日～8月28日運行（一部土、日、祝日のみ）

ふらのバス 周遊観光バス

問い合せ：ふらの観光協会 TEL 0167-23-3388人気の時期に人気の施設を巡る、午前と午後の2つのコース


