
ナリオデザインスタヂオ

北海道北広島市共栄町1丁目1-18すずきBld.2F      011-372-3800        www@nalio.jp

企画・製作

森の中に佇む
天然温泉100％の

「美人の湯」。

森の中に佇む
天然温泉100％の

「美人の湯」。
44

北広島市中の沢 316-1〒 061-1101 URL : kitahiroshima.classe-hotel.com

【ランチバイキングについて】11:30でのご入場に限り、ご予約を承っております。

ランチバイキング

【営業時間】11:30～14:30　(受付時間11:30～13:00）
※お一人様90分　※価格は全て消費税込みです。

お日付限定

詳しくはホテルま
でお尋ね下さい。

日帰り入浴

【営業時間】10:00～22:00 (21:30受付終了）

ランチバイキングランチバイキングランチバイキング

日帰り入浴日帰り入浴

美肌の湯

楓楓
大人／　　　　円1,800 小学生／　　  円900
4歳以上未就学児／　　 円500 3歳以下／無料

大人／　　　円800 小学生／　　  円300 小学生以下／無料
※価格は全て消費税込みです。

ランチバイキング+日帰り入浴ランチバイキング+日帰り入浴ランチバイキング+日帰り入浴
大人／　　　　円2,200 小学生／    　　  円1,000
4歳以上未就学児／　　 円500 ※価格は全て消費税込みです。

※右記セットメニューには、
バスタオルは付きません。

北広島唯一の
リゾートホテル

KITAHIROSHIMA CLASSE HOTEL

【ランチバイキングについて】11:30でのご入場に限り、ご予約を承っております。
※右記セットメニューには、
バスタオルは付きません。
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竹山高原温泉

樽前、恵庭岳が一望できる
本格的な露天岩風呂
樽前、恵庭岳が一望できる
本格的な露天岩風呂

やすらぎの湯の里

北広島市富ケ岡 896　☎011(373)2827

　【営業時間】10:00 ～ 22:00（最終受付／ 21:00）
　　　　  　　　　　月曜定休（祝祭日は翌日振替）

道内随一の
露天岩風呂と
自慢のお料理を
ご堪能ください

道内随一の
露天岩風呂と
自慢のお料理を
ご堪能ください

日帰り入浴／大人￥700日帰り入浴／大人￥700

54

湯処
厚別東通

充実設備の
リラックス空間へ。

3種の岩盤浴と高濃度
炭酸泉を含む多彩なお風呂
3種の岩盤浴と高濃度
炭酸泉を含む多彩なお風呂

ボリューム満点の「あんかけ焼きそば」は人気

ナンバーワンメニュー。その他にもランチセッ

トや期間限定メニューなど、美味しいお料理が

リーズナブルな価格で楽しめるお食事処です♪

大人（中学生以上）

子 供（小 学 生）

幼児（小学生未満）

750円

300円

850円

350円
無 料

入 浴 料 平日　　  土日祝

北広島市虹ヶ丘1丁目8-6　☎011(374)2615

お食事 9:30 -23:00 L.O ／お食事 　22:00
ドリンク　22:30

9:30 -23:00
年 中 無 休

9:00-24:00 ( 受付／ 23:30 まで）

● 本パンフレットの掲載店情報は全て、2020年1月1日現在の内容です。
● 営業情報やサービスについての詳細は、直接掲載店へお問合せください。

酒類を提供するお店

食事ができるお店

テイクアウトのお店

カフェ・喫茶店

カラオケが唄えるお店

00 ふるさと居酒屋
蔵亜玖酒房

中央1-2-3　陽だまりビル9F

011-370-0000

18:00-24:00 (L.O/23:00)

カジュアルな居酒屋チェーン。旬の魚介類を使用し
た刺身や炉端焼き、寿司、鍋料理。宴会はもちろん、
一人２，０００円からの飲み放題プランも有り。

ショップ情報アイコンの説明 LINE

Twitter

Facebook

Instagram

K.GMAP-202001 改定版

Hokkaido-KitahiroshimaCity Restaurant Guide
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星槎道都大学

南町

青葉町

47山手町

里見町

富ケ岡

輪厚スマート
ＩＣ

中の沢札幌北広島
ゴルフ倶楽部

札幌北広島
クラッセホテル

星槎道都大学

札幌北広島
クラッセホテル

36

1080

▲清田区

恵
庭
▼

《
道
央
自
動
車
道
》

《
道
央
自
動
車
道
》

北広島ＩＣ

西部小学校

輪厚三愛病院

三井アウト
レットパーク

3

1

5

7
8

10

6

4

11

2

大曲緑ヶ丘

大曲末広

大曲南ヶ丘

大曲柏葉

希望ヶ丘

輪厚中央

札幌ゴルフ倶楽部
輪厚コース

クラーク
カントリークラブ

大曲工業団地

36

三井アウト
レットパーク

大曲工業団地

西部小学校

輪厚三愛病院

札幌ゴルフ倶楽部
輪厚コース

クラーク
カントリークラブ

32

9 輪厚スマート
ＩＣ

52

53

JR上野幌駅

274

274

54

北洋銀行

虹ヶ丘

西の里南

西の里北

西の里

野幌森林公園

▲新札幌駅

北広島駅▼

西の里神社

JR上野幌駅
北洋銀行

野幌森林公園西の里神社

輪厚・大曲西の里中の沢・団地・富ケ岡

https://hidamari.presshttps://hidamari.press

地域産業と暮らしをつなぐフリーペーパー

52

ル・ミディフランス料理

西の里北2-10-1
011-375-5331

昼/11:30-15：00
 　(L.O/13:30)
夜/18：00-　要予約
毎週水曜・第3火曜定休

1996年開業、フランス滞在約3
年のシェフが奏でる料理は、まさに
フランスの日常。気取らずに普段
着フレンチが楽しめる素敵なお店
です♪　　　　

53
アルトラーチェ
ARTLACZE

西の里798-5
011-374-3636

11:00-18:00
月曜・火曜定休
※祝日の場合は営業

北海道産純生クリームを使用した
ジェラートを販売するアイスクリー
ム店。白を基調としたモダンな店内
にテーブル席を完備。焼菓子・プリ
ンなども販売。

7

北のシェフ

大曲柏葉3-1-2
011-370-3200

10:00-18:00
 (L.O/16:00)
水曜日定休

ホテルクオリティーの冷凍食品専
門店。テイクアウトはもちろん、カ
フェのようなイートインスペースで
は、オリジナル商品で仕上げたお
得なランチもお勧め！

8

茶茶ごはん処

大曲柏葉３丁目2-8
011-377-5533

11:00-15:00
 (オーダーストップ/14:30)
17:30-22:00
日曜定休

住宅地に佇む一軒家レストラン。本
瓦の屋根があるカウンター席と広
々とした小上がり席があり、寿司を
中心とした贅沢な昼食がリーズナ
ブルな料金で堪能できるお店です。

1

グラッチェ石窯焼

大曲幸町3-6-9
011-802-5525

11:00～19:00
 (L.O/18:30)
火曜日・水曜日定休
※テイクアウト専門

石窯と薪で焼くもっちり薄生地。直
径は25cmで、ピザ生地には水を
使わず、道産のミニトマトをたっぷ
り練り込んでいます。当店人気
No.1のマルゲリータは600円！

10

久楽らーめん

輪厚中央5-3-13
011-807-8285

11:00-22:00
 (L.O/21:30)
定休日無

一番人気は白みそ！元気なスタッフ
が笑顔でお迎え！お得なランチセッ
トもあり、お持ち帰りもできる唐揚
げも大人気！

北広島店

5

むうちゃん
炭火やきとり

大曲中央3-18-8
090-3398-6341

11:00-19:00
 (L.O/18:50)
毎週月曜（祝日の場合は火曜）

大きな鶏肉と玉ねぎを串にさし、１
本１本炭火でじっくり焼き上げる塩
味の焼き鳥。お酒のおつまみはも
ちろん、ボリューム満点なので夕食
のおかずにもぴったり。

6

しあわせうさぎ

大曲南ヶ丘4-13-9
011-887-9636

11:30-18:00
 (L.O/17:00)
月曜・金曜定休
※臨時休業有

発酵食の資格を持つ店主が、化学
調味料などを使用せず、自家製醤
油、味噌、甘酒など健康＆ヘルシー
メニューを提供。うさぎスタッフも
活躍するうさカフェです♪

うさぎカフェ＆ホテル

くるるの杜農村レストラン

大曲377-1
011-377-8886

11:00-15:30
 (L.O/14：20)
月曜日（月曜祝日の場合は
翌火曜）定休

敷地内直売所から届く、新鮮な野
菜を中心に、素朴な家庭料理をお
楽しみいただけるブッフェスタイル
のレストランです。

ホクレン食と農のふれあいファーム
3

11

 SALUTECafe

輪厚中央3丁目6-4
011-377-6352

11:00-16:00
 (L.O/15:30)
水曜・木曜定休（不定休有り）

ご予約で、季節の懐石料理をお手
頃な価格でご提供。又、女子会に最
適なカジュアルなメニューもご用
意しております。ランチや3時のお
やつに是非どうぞ♪

50

あぷかの森

輪厚607-28
0123-25-9684

11:00-15:00
 (L.O/14:30)
月火水木金曜日定休
※第4火曜は営業します

シカ肉専門のレストランです。土曜
日と日曜日、第4火曜のみランチ営
業です。店頭では、シカ肉の小売販
売も実施中。美味しいシカ肉を食
べに、是非一度お越しください！

シカ肉
レストラン

46

まんぷくお食事の店

白樺町1-8-6
011-373-6356

11:00-14:00
16:00-21:00
 不定休

ラーメン、丼物、定食から一品料理
まで、「北広島のおふくろの味」と
いえばココ！お昼は美味しいご飯に
舌鼓を打ち、夜は家庭的な居酒屋
にと、終日笑顔が集うお店です♪

菜味亭焼肉

白樺町1-8-6
011-372-3057

11:00-14:00
17:00-22:00
 火曜定休

市外からのリピート客を多く抱える、
北広島の焼肉老舗店。本格的な七
輪の炭火で焼く味は絶品で、なか
でも臭みのないホルモンは大人気♪
大勢での宴会にも対応。

45 47

和み亭

南町3-10-5
011-373-5730

11:00-17:00
 (L.O/15:00)
水曜、木曜定休

閑静な住宅街で、手打蕎麦と、豪華
な日替わり御膳が堪能できるコミ
ュニティーレストランです。サーク
ルやご家族、友人らと、美味しく楽
しいひとときが過ごせるお店です。

49

伽羅の森茶占廊 

富ケ丘242-20
達磨寺庭園内
090-8370-8567

12:00-16:00
 (L.O/15:30)
月曜・火曜日定休

お食事はコーヒー付きのカレーラ
イスとパスタ。ソフトドリンクと白玉
ぜんざい、ケーキなども人気。広大
かつ情緒ある景色が広がる静かな
環境でゆっくり過ごせます。

9

エーデルワイスファーム

輪厚531-7
011-377-1723

4月～10月/10:00-17:00
11月～3月/10:00-16:00
カフェ/11:00-16：00
(LO/15:30）　不定休

約80年前自家用として造り楽しま
れてきたハム・ベーコンを製品化。
店内での試食やギフトの全国発送
も承ります！隣接するカフェでは、作
り立ての味も楽しめます♪

48

麦の香

里見町5-5-13
011-373-7880

10:00～なくなり次第
月曜、火曜日定休

道産小麦を使い、体に優しく食べる
と笑顔になる無添加パン。菓子パ
ンや酵母パンなど40種類と豊富
な品揃え。主食、おやつ、お土産に
も喜ばれるパンがいっぱいです♪

kitahiro.buzz

ウェブ版公開中

輪厚・大曲

FOUNTAIN

大曲南ヶ丘2-1-6
大曲ビルA1F
011-398-5040

10:00-19:00
 (L.O/19:00)
冬期間のみ水曜定休、
その他不定休

国道36号線沿い、大曲中学校向か
いの、小さなソフトクリーム屋さん
です。木を基調とした落ち着いた
空間のカウンター5席のイートイン
がお勧め♪テイクアウトもOK♪

4-1

Silkスナック

大曲南ヶ丘2-1-6
大曲ビルA2F
011-377-3955

20:00-26:00

月曜・木曜定休

男女問わず♪お一人様でも・お仲
間同士でも楽しめるお店です。マ
マと数名の若いスタッフでお待ち
しています♪

4-2

燻スモークカフェ

大曲中央2-1-13
011-376-2420

11:00-14:00
 (L.O/13:30)
日曜、月、火曜定休

厳選素材を自家燻製した特製ラン
チが自慢。ランチ以外にもおいしい
コーヒーやケーキも楽しめます♪
北海道産たまご使用の燻製たまご
ギフトも人気です♪

2

大曲・輪厚
Area

大曲・輪厚
Area

西の里
Area
西の里
AreaArea

中の沢・団地
富ケ岡
Area

中の沢・団地
富ケ岡



RESCO リスコタクシー

011-376-7773〒061-1112 北広島市共栄6-25

掲載店へお出かけの際は
「マップ内のNo」を乗務
員にお伝え頂ければ、ご
案内致します。

北広島でタクシーを呼ぶなら
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東口

JR北広島駅JR北広島駅 北広島市
芸術文化ホール

北広島病院

北広島市
芸術文化ホール

北広島病院

美容プラージュ美容プラージュ

12

13
14

15

イキイキビル

メディカルプラザ

イキイキビル

メディカルプラザ

中央

西口 JR北広島駅JR北広島駅西口公園

《
北
進
通
》

《
北
進
通
》

北洋銀行

北海道銀行

東口

北広公園

北洋銀行

北海道銀行

東光ストア東光ストア

16

17

18

19

21

20

北広島市
消防本部 七番街ビル

駅前プラザビル

中央バス
ターミナルビル

パルシティビル

北広島ビル

七番街ビル
駅前プラザビル

中央バス
ターミナルビル

北広島ビル

パルシティビル

北広島市
消防本部

栄町

北進町

274
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北広島
市役所

レクリ
エーション
の森

札幌北広島
クラッセホテル

輪厚川

星槎道都大学

札幌北広島
クラッセホテル

輪厚川

やわらぎ斎場
北広島

石屋製菓
北広島工場
石屋製菓
北広島工場

美咲き野

東共栄

共栄町

朝日町

稲穂町西稲穂町西 稲穂町東

栄　町

緑陽町

輝美町

若葉町

新富町西

新富町東

白樺町

高台町

山手町

里見町

泉　町

中の沢

東部中学校東部中学校

星槎道都大学

やわらぎ斎場
北広島

◀大曲

長沼▶
▲
江
別

◀西の里

《
広
葉
通
》

《
緑
陽
通
》

《中
央通
》

輪厚川輪厚川

46

北海道
ボールパーク（仮称）
建 設 地

《
北
進
通
》

《
北
進
通
》

総合体育館

JR北広島駅JR北広島駅

《
広
葉
通
》

《
緑
陽
通
》

北広島高校北広島高校

《中
央通
》

《
稲
穂
通
》

《
稲
穂
通
》

光顕寺光顕寺

無碍光寺無碍光寺

東部小学校東部小学校

札幌北広島
ゴルフ倶楽部

札幌北広島
クラッセホテル

北広島
市役所

竹葉公園

緑葉公園

緑陽中学校緑陽中学校

総合体育館

開拓記念公園開拓記念公園

北広島
東記念館
北広島
東記念館
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北海道
ボールパーク（仮称）
建 設 地
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北広公園

東部
Area

駅東口
Area

駅西口
Area

駅東口
Area

東部
Area

駅西口
Area

JR北広島駅周辺 東　部JR北広島駅周辺 東　部

21

café'S Monk

栄町1-5-3
北広島ビル1Ｆ
090-3395-3609

11:30-15:00
(L.O／14:30)
18:30-23:00
 (L.O/22:30)
日曜定休

北広島唯一のJAZZスポット！アナ
ログレコードやライブ演奏を楽しみ
つつ、料理やお酒も堪能できるお
店です。

12
南インド

スープカレー

中央5-7-5
011-373-8663

11:00-20:00
(L.O／20:00)
月曜、火曜定休

鶏ガラベースのスープに23種類
のスパイスを加えた、香り高いスー
プカレー。ＪＲ北広島駅東口前、小
さな石蔵のお洒落なお店です♪

天竺 北広島店 真舎我流麺

中央6-1-1
イキイキビル1Ｆ
011-376-6600

11:00-21:30
 (L.O/21:00)
第3木曜定休（ランチのみ営業）

4種をブレンドした特製味噌の濃厚
スープと、じっくり煮込まれたトロト
ロのチャーシューがクチコミ上昇
中のラーメン店♪リーズナブルな
セットメニューも評判です。

13 14

じゅうじゅう
炭火焼肉
レストラン

中央6-1-1
イキイキビル1Ｆ
011-372-1163

17:00-22:00
（L.O／21:30）
月曜定休
（月曜が祝日の場合は水曜休み）

本格炭火焼肉がリーズナブルな料
金で食べられる焼肉店です。「じゅ
うじゅうセット」「5品セット」など、お
得なセットメニューがお勧め♪

あつまれ北広酒場

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ1Ｆ
011-375-1229

16:00-24:00
 (L.O/23:30)
不定休※フェイスブック要確認

老若男女が賑やかに集える居酒屋。
イチオシ商品のもつ煮込みのほか、
揚げ物、サラダ、ご飯類など、店主
自慢の美味しいメニューをふんだ
んに取り揃えています。

17-1

なり炭火胃酒屋

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ1Ｆ
011-373-8107

17:00-23:00
 (L.O/22:30)
月曜定休　他不定休有り

道内産桜姫鶏の焼き鳥や、生の肉
を1本づつ手打ちした串が自慢♪
温かみあふれる店内でゆっくり楽
しめます♪焼き鳥一本からでも気
軽に入れるお店です。

17-2

なごみ小料理

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ1Ｆ
011-372-8155

（昼）土曜のみ要予約
　　　　　　　12：00-14：00
（夜）月～木　予約優先
　　　　　　　18：00-22：00
　　金、土　予約優先
　　　　　　　17：00-22：00
（Ｌ．Ｏ／21:00）　日祝不定休

会席料理をメインとした日本料理
店。静かでゆったりとした空間で心
身ともに和むひとときが過ごせます。

17-3

しま刺身と日本酒の店

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ2Ｆ
080-4040-0022
17:30-23:00
 (L.O/22:30)
火曜定休（不定休有）

座敷カウンター8席のみの「隠れ家
空間」。新鮮なお刺身を中心に、旬
の食材と日本酒を堪能できるお店
です。人気メニューは、こだわりの
日本酒3種飲み比べ ！！

17-5

BAR Cross Time

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ2Ｆ
080-1871-9688

19:00-Last

毎週月曜日定休

200種類以上のドリンク、パスタや
フライドポテトなどの豊富なフード
メニューがあるほか、６０席の空間
では大人数での貸切パーティも
OK!ダーツも楽しめるBARです♪

17-8

19-1

ふなこしや鮮味亭

栄町1-1-2
パルシティビル1F
011-372-5155

17:00-22:00
 (L.O/21:00)
日曜定休

旬の海鮮を中心に、拘りの料理を
提供する居酒屋。また酒類は、全国
各地の銘酒、珍酒や、北海道の地酒
などを常時50種類以上取り揃え
ており、「通」も納得のお店です。

19-3

ぱる亭ビア・レストラン

栄町1-1-2
パルシティビル3Ｆ
011-372-5000

11:00-15:00
 (L.O／14:30)
毎週月曜、第2・第3火曜定休

100名の宴会に対応する広さと、
幅広いメニューの多さで評判。中
でも、お店の代名詞になる程有名
な「餡掛け焼きそば」はイチオシ♪

そば天国 総本店

東共栄2-4-7
（国道274号線沿い）
011-372-1231

11:00-21:00
 (L.O/20:30)
　毎週火曜・第３水曜定休

のど越しの良い「藪そば」と秘伝の
出汁が人気のお蕎麦屋さん。季節
の限定メニューや満足度の高い昼
御膳も好評で、団体でのご宴会に
も充分対応できるお店です。

22

良寿し

共栄町1-1-10
011-372-3523
ランチ11:00～14:00
ディナー16:00～21:00
（L.O／ランチ13:30
　　　　ディナー20:30）
水曜日定休

昭和55年から続く北広島の老舗
寿司店。ランチ・宅配・宴会・法要・お
祝いなど少人数から最大80名様
まで利用できます！

25

29

あい屋焼肉火族

中央3-1-1
011-373-4111
昼／11:30-14:30
　　 (L.O/14:00)
夜／17:00-23:00
 　　(L.O/22:30)
無休

お昼は8品目から選べる780円の
セットメニユーがお勧め！夜は一人
2,000円～2,500円で大満足の食事
が出来ます。食べ飲み放題も有り！

40

グリーンパーク
レストラン

中央2-6-3
（開拓記念公園隣り）
011-373-4896

11:30-14:30
 (L.O/14:00)
日曜、祝祭日定休（変更有り）

手ごねハンバーグやカレーなど、豊
富なメニューが楽しめるレストラン。
開拓記念公園の隣り。四季折々の
自然に抱かれ、時間を忘れられる優
美な空間です。

あじと焼鳥キッチン

北進町1-2-2
中央バスターミナルビル1Ｆ
011-372-1911

17:00-25:00
 (L.O/24:30)
日曜定休（他有り）

焼き鳥と焼酎をメインとした、日本
ハムファイターズとコンサドーレ札
幌を応援するアットホームな居酒
屋です。豊富な「裏メニュー」も人
気で、食事だけの利用もＯＫです。

18

20

「恒河沙」喫茶屋

栄町2-3-6
011-373-4389

10:00-18:00
 (L.O／17:30）
火曜日定休（不定休有）

昔ながらの手落としファンネルドリ
ップの本格的な珈琲と、店主手作り
のケーキが堪能できるお店。場所
は、北広島市の風物詩「車庫通り」
に隣接した静かな住宅街です。

15

Mon　bon　cafe

中央6-1-3
北広島メディカルプラザ1Ｆ
011-375-6639
10:00-18:00
(L.O/17:00)
※予約制18:00-21：00
第1月曜日定休

JR北広島駅から徒歩1分。ランチ、
カフェメニューのほか、ハンドメイド
雑貨や器、パンやスイーツなども販
売する、お洒落なお店です。

16-1

Rest.Bar　Carnegie

北進町1-2-6
七番街ビル2Ｆ
011-373-7878

19:00-25:00
 (L.O/24:30)
日曜定休

最新カラオケ機種「LIVEDAM」を
完備しているほか、スナックでは珍
しいカクテルも楽しむことができる
お洒落なお店です♪お一人様から
団体まで、楽しく過ごせます!

16-2

もみじミュージックパブ

北進町1-2-6
七番街ビル4Ｆ
011-372-2358

18:30-24:00
 日曜定休

北広島市内では希少な、大画面モ
ニターの最新カラオケシステムを
備え、臨場感あふれるカラオケが
楽しめるお店。各種ご宴会にもご利
用ください♪

fluxPRIVATE & 
SPORTS BAR

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ2Ｆ

070-4300-3971

（平日）20:00-24:00
（金土）20:00-25:00
日、月定休

30種類の海外ビールが飲めるお
店。生クラフトビール、果実酒など、
豊富なお酒が楽しめるほか、店内
でのスポーツ観戦やカラオケなど、
ワイワイ楽しく過ごせる空間です！

17-4

山麺＆Bar

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ2Ｆ
011-802-8223

18:00-24:00
 
日曜定休

北広島市内ではたいへん希少な、
「ラーメン居酒屋」。店内にはカラ
オケを始めダーツも完備！家族や仲
間、お一人様でも、食事とお酒の楽
しいひと時が過ごせます♪

17-6

おたるスナックバー

北進町1-2-4
北広島駅前プラザ2Ｆ
011-373-2841

16:00-24:00
 (L.O/23:30)

一人2,000円から飲み放題（4名
様から）ができる、アットホームな雰
囲気のお店です。気の合う仲間と
ゆっくりお酒を酌み交わしたり、カ
ラオケも存分に楽しめます♪

17-7

19-2
　炭火
居酒屋 炎北広島店

栄町１-1-2
パルシティビル1F
011-373-8891
16:00-25:00

オンリーワン商品の生つくねを中
心に、焼鳥・海鮮等約120種類の多
彩なメニューを取り揃え、素材と美
味しさにこだわった高品質なお料
理を低価格で楽しめるお店です。

23

モンタンベールパティスリー

東共栄3-1-1
011-372-8160

10:00-19:00

 (日曜、祝日は18:30閉店)
月曜（祝日の場合は翌火曜）定休

本場フランスで修業を積み、これま
で数々の賞を受賞したオーナーパ
テシエによる、本格的な洋菓子専
門店です。特別な贈り物やお祝い
など、予約にも対応しています。

24

北の丸らーめん

共栄町4-12-1
月・火/昼のみ11:00-14：30
水・木・金/昼11:00-14：30
　　　　夜16:30-20:00
土・日/昼11:00-15:00
　　  夜16:30-20:00
不定休

鶏ガラと厳選素材を長時間煮込ん
だ濃厚な鶏白湯スープ！一番人気
は「塩らーめん」で、女性の方も最
後まで飲み干せる一杯です♪駐車
場、小上がり席も完備。

ROUTE46Cala-age

共栄町1-1-18
すずきビル1Ｆ
011-398-8879

12:00-20:00
 (L.O/19:45)
日曜、祝祭日定休

人気一押しは衣揚げ！表面はパリパ
リの衣で覆われ、唯一無二の一品
です。店内は小上がり、カウンター
席もあります。pay-pay支払い
OK!

からあげ

27

小春日和カフェ

中央1-4-3
011-887-7670

11:00-17:00
 (L.O/ランチ14:00
        その他16:30)
日・月定休（その他不定休有）

ヘルシーなランチと美味しい珈琲
が楽しめるご飯カフェ。温かい木の
風合いに囲まれた癒しの店内で、
お一人様からでも、心と身体のパ
ワーチャージができます♪

大塚茶房

朝日町4-5-7
011-372-1223

11：00-16：00
第3土曜日と毎週日曜日

数量限定の日替わりランチが食べ
られるお店。静かな通りに面し、店
内は家庭的な雰囲気で
す♪完全予約のテイク
アウトお弁当あります。

34

33

スイッチトマトDiningBAR

朝日町1-4-8
011-802-8098

20:00-25:00
 (L.O/24:00)
日曜定休

南国をイメージした暖かくアットホ
ームな雰囲気のダイニングバー。
一番人気の看板メニューは「ナン
ピザ」！その他、手羽先やから揚げ
も好評で、ファンが集うお店です♪

32

安寿真お菓子の

本店/朝日町1-4-7
011-372-0123

大曲店/大曲末広2-1-2
011-376-4355
9:00-20:00
 元日休業

安全、安心なお菓子を真心こめて
北広島銘菓を数多く販売している、
昭和43年創業の老舗和洋菓子店
です。北広島を訪れた際のお土産
はもちろん、お祝いの席にも♪

31

アン・ユイット
ブーランジェリー

朝日町1-3-3
011-373-7775

9:30-18:00
 (なくなり次第閉店)
月曜定休（不定休有）

毎日、厳選素材の手作りパンを提
供してるベーカリー。強い伸弾性と
豊かな風味で注目の道産小麦「春
よ恋」100％の食パンは遠方から
取り置き電話も来る人気ぶり♪

札幌 
海鮮丸北広島店

朝日町1-4-11

0570-011-440

10:00-21:00
（L.O／20:45）
 元日休業

「食卓に美味しさと感動を」をモット
ーに、機械には頼らず、実際に職人
が握る本物の味を提供する、出前
専門の寿司店。お得なランチセット
も用意。お持ち帰りもできます。

38

粒おむすびcafe

美沢1-1-2
生活クラブ館1F
011-372-3777

11:00-15:00
 (L.O/14:00)
金、土、日、祝 定休

20種類以上のおむすびから選べ
る日替わりランチ、自家焙煎珈琲や
スイーツも大人気のお店。店内で
食事を楽しむほかにも、テイクアウ
トやお弁当の注文（要予約）もOK♪

35

37-3

カトレアスナック

中央2-2-5
入舟ビル2Ｆ
011-372-1260

20:00-25:00
 (L.O/25:00)
木曜、日曜定休

ボリューム満点のチャームを出して
くれるスナックです。ぬくもりを感
じる穏やかな雰囲気の店内で、親し
い仲間とゆっくりお酒を交わすに
は最適の場所です。

37-2

優スナック

中央2-2-5
入舟ビル2Ｆ
011-373-1099

20:00-25:00
 (L.O/24:15)
日曜日定休

愛嬌たっぷりのスタッフが出迎えて
くれるお店。お酒を飲む人はもちろ
ん、お酒が飲めない人でも、思いき
り楽しめる雰囲気と笑顔があふれ
る夢空間です♪

ISHIYA CAFE

中央4-2-1
北広島市役所内 5階
080-9458-1486
10:00-16:30
(L.O／15:30※パスタのみ）
定休日：北広島市役所に準ずる

白い恋人ソフトクリームやスイーツ、
パスタ、軽食などを提供するカフェ。
コーヒーメニューは白い恋人を1
枚サービス。景色を楽しむことが出
来る、市役所5Ｆ展望カフェです。

36

北広島市役所店

41

ごちそうさん食堂

稲穂町西1-5-8

011-373-8766

11:30-14:30
 (L.O/14:00)
木曜、日曜、祝日定休、不定休有

長沼町の農家から直送される精米
仕立てのお米と、南茅部産の昆布
でダシをとった具沢山の味噌汁が
自慢のボリューム満点の「ご飯屋さ
ん」。要予約でテイクアウトもOK!!

シーランド海転寿司

美沢3-13-1
アクティヴビル1F
011-372-8600

11:00-22:00
 (L.O/21:30)
　　　　　　　不定休

職人が握る昔ながらの雰囲気を残
すお店です！厳選されたネタは回転
寿司では珍しいものも豊富に用意
され、子供から年配まで幅広い層
に人気があります♪

39

42

カフェ プリムベール

新富町東1-4-10
011-376-8318

11:00-19:00
 (L.O/18:30)
日曜、祝祭日定休

高級洋食ランチやディナーをリー
ズナブルな料金で提供するレスト
ラン。シェフの厳選手作りランチメ
ニューやケーキセットも大人気で、
ディナーの予約もＯＫ。

café　Primevere
43

肉やりょうちく

新富町東1-6-1
011-375-8584

10:30-19:30
第1.3火曜定休

北広島唯一のお肉専門店。焼肉用
から毎日の食卓の献立まで、専門
店ならではの品揃え。冬の鍋や、夏
のアウトドアにも欠かせない、街自
慢のお肉屋さんです。

kitahiro.buzz

ウェブ版公開中

28

銀次郎回転寿し

中央3-7-7
011-372-0505

11:00-22:00
 (L.O/21:45)
年中無休

「生」本まぐろにこだわる回転寿し
店です。切りたてで提供される活
貝も絶品で、本物志向のファンが
多い人気店。価格帯は125円（税
抜）より7種類。

37-1

舞スナック

癒しのスタッフと、お酒とカラオケ
が楽しめる暖かい空間。お酒のリク
エストや営業日以外のご予約も承
っております。お気軽にお申し付け
ください♪

中央2-2-5
入舟ビル2Ｆ
090-1648-1272

20:00-25:00
 金・土・月曜のみ営業
(その他、予約受付可）

30

ポテトキッチンハウス

中央2-2-1
011-373-6683

11:00-15:00
 (L.O/14:30)
17:00-21:00
日曜、祝日定休

市役所から徒歩3分。お洒落な店内
は30名収容可能。バリエーション
豊かな美味しいランチを提供する
一方、夜は食事もできるスナックと
してお酒を楽しむこともできます。

26-1

yukai_pan
しょくぱんとワッフル

共栄町1-1-18
すずきビル1F
080-9610-0917

注文受付時間/
　　12:00-18:30 (変更有)
不定休

出張販売、注文販売（工房お渡し）
のパン工房です。北広島産の食材
を使用し、無添加の安心安全なパ
ンを焼いています。

26-2

東　部JR北広島駅周辺

北広公園
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