
●エリア別 ●特典種類別

エリア名 施設数 エリア名 施設数

空知 7施設 観光・文化 59施設

石狩 10施設 宿泊・入浴 59施設

後志 12施設 飲食 60施設

胆振 21施設 物販 66施設

日高 9施設 体験 22施設

渡島/檜山 12施設 道の駅 29施設

上川 34施設

留萌 18施設

宗谷 42施設

オホーツク 23施設

十勝 28施設

釧路 26施設

根室 7施設

計 249施設

「特典提供施設(249施設)」一覧表

※複数の種類に該当する施設があるため、
総数と一致していない。

参考資料２
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平成29年度「北海道ドライブ観光促進社会実験」特典提供施設一覧

エリア 市町村 施設名称

空知 岩見沢市 イオン岩見沢

空知 三笠市 イオン三笠

空知 滝川市 イオン滝川

空知 月形町 月形樺戸博物館

空知 長沼町 ハイジ牧場

空知 栗山町 蔵元　北の錦記念館

空知 秩父別町 秩父別温泉　ちっぷ・ゆう＆ゆ

石狩 江別市 イオン江別

石狩 千歳市 新千歳モーターランド

石狩 千歳市 サケのふるさと千歳水族館

石狩 千歳市 千歳観光物産サテライト「ミル」

石狩 千歳市 イオン千歳

石狩 千歳市 回転寿司北々亭　千歳店

石狩 北広島市 三井アウトレットパーク　札幌北広島

石狩 恵庭市 道の駅　花ロードえにわ

石狩 石狩市 イオン石狩緑苑台

石狩 新篠津村 しんしのつ温泉たっぷの湯

後志 小樽市 小樽海鮮丼エン

後志 小樽市 イオン小樽

後志 余市町 イオン余市

後志 倶知安町 木ニセコ

後志 倶知安町 ニセコセントラル

後志 倶知安町 割烹肴座　花鯛

後志 倶知安町 ニセコHanazonoリゾート

後志 ニセコ町 道の駅　ニセコビュープラザ

後志 岩内町 木田金治郎美術館

後志 岩内町 荒井記念美術館

後志 赤井川村 道の駅あかいがわ

後志 仁木町 仁木町観光管理センター

胆振 室蘭市 イオン室蘭

胆振 苫小牧市 ノーザンホースパーク

胆振 苫小牧市 オートリゾート苫小牧アルテン

胆振 苫小牧市 海の駅　ぷらっとみなと市場

胆振 苫小牧市 イオン苫小牧

胆振 苫小牧市 道の駅ウトナイ湖

胆振 登別市 イオン登別

胆振 伊達市 ホテル　ローヤル
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エリア 市町村 施設名称

胆振 伊達市 イオン伊達

胆振 伊達市 史跡　北黄金貝塚公園

胆振 伊達市 伊達市観光物産館

胆振 壮瞥町 有珠山ロープウェイ

胆振 壮瞥町 昭和新山熊牧場

胆振 洞爺湖町 洞爺湖越後屋

胆振 洞爺湖町 洞爺湖芸術館

胆振 白老町 アイヌ民族博物館（しらおいポロトコタン）

胆振 白老町 白老和牛王国上村牧場「ファームレストランウエムラ」

胆振 白老町 キンペンカフェ

胆振 厚真町 こぶしの湯あつま

胆振 室蘭市 室蘭市立室蘭水族館

胆振 室蘭市 道の駅「みたら室蘭」

日高 平取町 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

日高 新冠町 新冠温泉　レ・コードの湯　ホテルヒルズ

日高 新ひだか町 イオン静内

日高 様似町 アポイ岳ジオパークビジターセンター

日高 様似町 アポイ山荘

日高 えりも町 襟裳岬「風の館」

日高 えりも町 森と湖の里ふれ愛館

日高 えりも町 田中旅館

日高 えりも町 えりも町郷土資料館

渡島/檜山 函館市 ヤマチュウ食品

渡島/檜山 函館市 Dinning & Bar シンガポールナイト

渡島/檜山 函館市 イオン湯川

渡島/檜山 函館市 五稜郭タワー

渡島/檜山 函館市 新鮮喰味

渡島/檜山 函館市 SEOUL GARDEN HOTEL

渡島/檜山 函館市 函館山ロープウェイ

渡島/檜山 函館市 回転寿司北々亭　函館店

渡島/檜山 函館市 金森赤レンガ倉庫

渡島/檜山 函館市 北海道立函館美術館

渡島/檜山 北斗市 イオン上磯

渡島/檜山 松前町 道の駅　北前船松前

上川 旭川市 淳工房

上川 旭川市 三浦綾子記念文学館

上川 旭川市 クラフトブラウンボックス

上川 旭川市 イオンモール旭川駅前

上川 旭川市 ホテルクレッセント旭川

上川 旭川市 イオン旭川永山
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エリア 市町村 施設名称

上川 旭川市 イオン旭川駅前

上川 旭川市 イオン旭川春光

上川 旭川市 イオン旭川西

上川 旭川市 雪の美術館

上川 旭川市 もち処一久　大福堂

上川 旭川市 旭川まるうんトラベル

上川 旭川市 回転寿司北々亭　旭川店

上川 旭川市 コサイン旭川本店

上川 旭川市 北海道立旭川美術館

上川 名寄市 イオン名寄

上川 名寄市 なよろ観光まちづくり協会（観光案内所）

上川 名寄市 なよろ温泉サンピラー

上川 名寄市 味処　鳥長

上川 名寄市 ホテル　バードイン

上川 名寄市 ＫＩＮＧ　ＢＥＡＲ

上川 富良野市 ちいさなログカフェふらわ

上川 上川町 大雪つりぼり

上川 上川町 北海道アイスパビリオン

上川 上川町 大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ

上川 上川町 北の森ガーデン

上川 上川町 ホテル大雪

上川 上川町 黒岳の湯

上川 上富良野町 深山峠アートパーク

上川 中富良野町 とみたメロンハウス

上川 中富良野町 フラノ自然体験村　カントリーテラス・コロポックル

上川 占冠村 道の駅 自然体感 しむかっぷ

上川 剣淵町 VIVAアルパカ牧場

上川 東神楽町 ＢＵＦＦＥＴ＆ＣＡＦＥ　ｏｍｐ

留萌 留萌市 おみやげ処　お勝手屋　萌

留萌 留萌市 留萌市船場公園

留萌 留萌市 駅前　海栄

留萌 増毛町 国稀酒造

留萌 増毛町 café de SOBA 凜

留萌 増毛町 岩尾温泉あったま～る

留萌 増毛町 増毛マルシェ

留萌 増毛町 増毛町観光協会

留萌 増毛町 麺屋 田中商店

留萌 増毛町 ぼちぼちいこか増毛舘

留萌 小平町 道の駅　おびら鰊番屋

留萌 羽幌町 はぼろサンセットプラザ

4



エリア 市町村 施設名称

留萌 羽幌町 羽幌沿海フェリー

留萌 羽幌町 甘えびファクトリー　蝦名漁業部

留萌 羽幌町 北るもい漁協　産直工房きたる

留萌 初山別村 道の駅　☆ロマン街道しょさんべつ

留萌 苫前町 道の駅　風Ｗとままえ

留萌 天塩町 道の駅　てしお

宗谷 稚内市 稚内サンホテル

宗谷 稚内市 あきかわ屋

宗谷 稚内市 ファームイン　悠遊ファーム

宗谷 稚内市 ホテルサハリン

宗谷 稚内市 居酒屋和がや

宗谷 稚内市 稚内市ノシャップ寒流水族館

宗谷 稚内市 稚内副港市場　稚内牛乳

宗谷 稚内市 御菓子司　小鹿

宗谷 稚内市 ホテル御園

宗谷 稚内市 海鮮炉端　うろこ亭

宗谷 稚内市 稚内副港市場　稚内天然温泉　「港のゆ」

宗谷 稚内市 稚内副港市場　りしり富士や

宗谷 稚内市 稚内副港市場　誠洋

宗谷 稚内市 稚内副港市場　きらり

宗谷 稚内市 稚内副港市場　だがし夢や

宗谷 稚内市 稚内副港市場　漁火亭

宗谷 稚内市 稚内副港市場　ロシア料理ペチカ

宗谷 稚内市 稚内副港市場　やきとり とりおやじ

宗谷 稚内市 稚内副港市場　北の香

宗谷 稚内市 稚内副港市場　ＧＡＲＡＫＵ

宗谷 稚内市 稚内グランドホテル

宗谷 稚内市 すし処　美奈味

宗谷 稚内市 北市場

宗谷 稚内市 串姫煮太郎

宗谷 稚内市 車屋・源氏

宗谷 稚内市 稚内和服でおもてなし実行委員会

宗谷 豊富町 ホテル豊富

宗谷 豊富町 豊富温泉　川島旅館

宗谷 豊富町 ニュー温泉閣ホテル

宗谷 豊富町 工房レティエ

宗谷 豊富町 ミルクカフェ＆雑貨フェルム

宗谷 幌延町 ほろのべトナカイ観光牧場

宗谷 猿払村 道の駅　さるふつ公園　さるふつまるごと館
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エリア 市町村 施設名称

宗谷 浜頓別町 クロスワン石油　ENEOS浜頓別給油所

宗谷 枝幸町 きたや

宗谷 枝幸町 うたのぼりグリーンパークホテル

宗谷 枝幸町 ホテルニュー幸林

宗谷 枝幸町 オホーツクミュージアムえさし

宗谷 枝幸町 三笠山展望閣

宗谷 枝幸町 道の駅　マリーンアイランド岡島

宗谷 中頓別町 道の駅　ピンネシリ

宗谷 利尻町 神居海岸パーク

オホーツク 北見市 北の大地の水族館

オホーツク 北見市 北見ハッカ記念館

オホーツク 北見市 北見観光協会

オホーツク 北見市 イオン北見

オホーツク 北見市 ノーザンアークリゾート

オホーツク 北見市 大江本家

オホーツク 北見市 オホーツクビアファクトリー

オホーツク 網走市 オホーツク流氷館

オホーツク 網走市 オホーツクバザール

オホーツク 網走市 北天の丘　あばしり湖鶴雅リゾート

オホーツク 網走市 北海道立北方民族博物館

オホーツク 紋別市 ファミリーダイニング吾が家

オホーツク 紋別市 紋別プリンスホテル

オホーツク 紋別市 イオン紋別

オホーツク 紋別市 北海道立オホーツク流氷科学センター

オホーツク 大空町 道の駅　メルヘンの丘めまんべつ

オホーツク 斜里町 世界自然遺産の宿「しれとこ村」

オホーツク 斜里町 道の駅　うとろ・シリエトク

オホーツク 斜里町 知床グランドホテル　北こぶし

オホーツク 斜里町 知床プリンスホテル　風なみ季

オホーツク 清里町 きよさと情報交流施設「きよ～る」

オホーツク 小清水町 道の駅　はなやか小清水

オホーツク 小清水町 ハイランド小清水725

十勝 帯広市 帯広天然温泉ふく井ホテル

十勝 帯広市 プレミアホテル-CABIN-帯広

十勝 帯広市 いただきますカンパニー

十勝 帯広市 リッチモンドホテル帯広駅前

十勝 帯広市 ハート・フィールド

十勝 帯広市 イオン帯広

十勝 帯広市 サムライプロデュース
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エリア 市町村 施設名称

十勝 帯広市 森のスパリゾート　北海道ホテル

十勝 帯広市 トカチ一心 ミートバル 

十勝 帯広市 十勝北海道生産者直送 宴の一心

十勝 帯広市 十勝和鮮食場 一心

十勝 帯広市 ＪＲイン帯広

十勝 帯広市 十勝帯広 炉端の一心

十勝 帯広市 十勝 北海道 浜直活鮮 魚の一心

十勝 帯広市 北海道立帯広美術館

十勝 音更町 笹井ホテル

十勝 音更町 観月苑

十勝 音更町 ガーデンスパ十勝川温泉

十勝 音更町 十勝エコロジーパーク

十勝 音更町 十勝川温泉第一ホテル豊洲亭・豆陽亭

十勝 音更町 ホテル大平原

十勝 音更町 旬の野菜と焼き肉　大地の匠

十勝 音更町 天然温泉ホテル鳳乃舞音更

十勝 池田町 池田ワイン城

十勝 浦幌町 道の駅 うらほろ

十勝 芽室町 松久園

十勝 芽室町 めむろ新嵐山スカイパーク/国民宿舎　新嵐山莊

十勝 新得町 上田精肉店

釧路 釧路市 釧路和商市場

釧路 釧路市 釧路プリンスホテル

釧路 釧路市 ANAクラウンプラザホテル釧路

釧路 釧路市 釧路市丹頂鶴自然公園

釧路 釧路市 阿寒国際ツルセンター【グルス】

釧路 釧路市 釧路市動物園

釧路 釧路市 釧路市湿原展望台

釧路 釧路市 釧路市立博物館

釧路 釧路市 釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ

釧路 釧路市 阿寒湖アイヌシアターイコロ

釧路 釧路市 道の駅　阿寒丹頂の里

釧路 釧路市 イオン釧路昭和

釧路 釧路市 釧路市都市農村交流センター　山花温泉リフレ

釧路 釧路市 北海道立釧路芸術館

釧路 釧路町 イオン釧路

釧路 厚岸町
道の駅　厚岸グルメパーク 厚岸味覚ターミナルコンキリ

エ
釧路 厚岸町 イオン厚岸

釧路 弟子屈町 豚丼くまうし
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エリア 市町村 施設名称

釧路 弟子屈町 渡辺体験牧場

釧路 弟子屈町 御食事処　ぽっぽ亭

釧路 弟子屈町 レストラン摩周

釧路 弟子屈町 ホテル摩周

釧路 弟子屈町 道の駅　摩周温泉

釧路 鶴居村 丹頂が見える店　どれみふぁ空

釧路 鶴居村 ハートンツリー

釧路 白糠町 道の駅「しらぬか恋問」

根室 根室市 明郷　伊藤☆牧場

根室 根室市 道の駅　スワン44ねむろ

根室 根室市 イオン根室

根室 別海町 道の駅　おだいとう

根室 標津町 標津町ポー川史跡自然公園

根室 標津町 標津サーモン科学館（サケの水族館）

根室 羅臼町 知床ネイチャークルーズ
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