
政ちゃん寿し 栄町2 92-1171

麦彩の丘 新星第3 76-5377

旭川ラーメン美瑛店 北町2 92-0151 Mustache Boss 美沢中央 92-5961

あさひ町珈琲 旭町1 92-5660 ＭＥＲＬＥ 美田第3 92-5317

アベーテ 大町1 92-1807 元海軍さんのお店 美田夕張 92-4840

あるうのぱいん 大村村山 92-3229 焼肉処 千之月 中町1 92-5246

ARBOLITO 本町2 74-8870 焼肉にしき 栄町1 92-5091

居酒屋　味人 本町1 92-2929 やき鳥七福 栄町1 92-0226

居酒屋おれんち 中町1 92-3079 洋食とcafeじゅんぺい 本町4 92-1028

居酒屋　儘 中町1 080-4506-9410 Lunch＆cafe風 新星第3 95-2102

VILLA e PIZZERIA iL coVo 大村村山 92-5489 ら～めん山頭火 大町2 92-8558

VIVA食堂 美沢共生 92-0077 らーめん八海びえいの丘 本町1 92-0609

SSAW BIEI 拓進 080-4076-4413 リーズカフェ 五稜第1 68-7821

おきらく亭 栄町1 92-3741 レストランKOERU 大町1 92-5531

ガーデンプレイズ 福富瑛進 68-7550 レストランアスペルジュ 大町2 92-5522

cafeおうるの森 五稜第5 92-0707

CAFE　HAKKO 西町1 73-9320

cafe BIEI 大村大久保協生 74-8307 アルプロッジ美瑛 大村大久保協生 92-1136

CAFE YOMU 北町1 080-9615-6928 Villa Skavla 大村大久保第1 76-4120

Cafelodge TouchWood 新星第3 73-3221 N-Vacation 三笠 090-7502-7596

カフェレストラン バーチ 美沢美生 92-1120 丘の宿　星の庵 大村中本 92-4993

咖喱屋アマデウス 沼崎 090-9278-8475 オーベルジュ　ド　びえい幸町 幸町4 73-4568

喫茶すずらん 中町1 64-6252 オーベルジュニングルフォーレ 美沢双葉 92-5933

Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｙｏｓｈｉｍｉ 栄町3 73-6654 くつろぎの宿 結び家 旭町1 73-9768

木のいいなかま 丸山2 92-2008 クンストハウス 憩が丘 92-0770

㈲鯉川 栄町1 92-1069 coco rire 美馬牛新栄 95-2448

㈲ごまそば鶴㐂 大町2 68-7700 ＣｏｒｏＣｏｒｏ 福富憩 92-4745

小麦畑と青い池 白金 94-3131 ことりとこりす みどり 76-1930

自家焙煎珈琲店　北工房 栄町3 92-1447 四季彩の丘 新星第1 95-2758

自家焙煎珈琲店　Ｇｏｓｈ 美馬牛北3 95-2052 白金観光開発㈱湯元白金温泉ホテル 白金温泉 94-3333

SHOT BAR HERMIT 本町2 080-8298-1007 SLOWな食卓＆バリアフリーな宿　とぅもろう 美馬牛南１ 95-2503

スイノカゴ／喫茶　木と星 中町1 090-6260-1701 ㈱大雪山白金観光ホテル 白金温泉 94-3111

すずらんプラス 中町1 090-1611-5109 旅人宿　給食室 夕張 090-7670-9345

炭火割烹　亀鶴 中町1 73-8405 小ちゃなお宿　こんぺい草 福富豊栄 92-5971

炭やき　はなび 中町3 070-8906-3399 ㈲チカラノ 俵真布第3 090-6000-9553

ぜるぶの丘 大三 92-3315 トムテ ルム 大村大久保協生 92-5567

だいまる 中町1 92-3114 菜摘実の里 原野4線 92-2773

匠味屋 本町1 73-7335 美瑛の小さな宿 丘のほとり 美馬牛新栄 92-5360

だぐらすふぁ～。 美沢美瑛共和 92-1806 美瑛丘の宿 四季 憩が丘 92-5360

小さなパン店リッカロッカ 美馬牛南1 73-4865 美馬牛リバティユースホステル 美馬牛南1 95-2141

ちゃい 旭町1 73-9621 ファーム雨読舎 大村大久保協生 92-3010

つむぎ 本町1 なし フォテージイン美瑛 大町2 73-4922

テラス･ド･セゾン(ホテル ラヴニール内) 本町1 92-5555 プチホテルピエ 栄町1 92-1200

なんじゃもんじゃ 栄町2 92-5280 ペンション　ウィ 美沢希望 92-1777

のみ処こむぎ 栄町2 090-9518-0292 ペンション　ジャガタラ 瑠辺蘂第2 95-2960

pātisserie Toriko 寿町3 92-5696 ペンション　星ヶ丘 みどり 92-5551

花人カフェ 北町2 74-8274 ポテトヴィレッジ　美瑛ポテトの丘 大村村山 92-3255

美瑛彩レストラン　なごみの森厨房 中町２ 92-0092 Hotel Unica & Unicafe 本町１ 85-7227

美瑛茶房 中町１ 080-3368-6793 ホテル ラヴニール 本町1 92-5555

美瑛放牧酪農場 新星平和 68-6777 ホテルパークヒルズ 白金温泉 94-3041

bi.yell café ~koiya~ 本町1 73-3434 Ｍｅｉｊｉの丘の宿 明治 76-1157

美丘 西町1 92-0005 めぐみ雪 福富憩 92-0305

BETWEEN THE BREAD 白金ビルケ 73-5725 森の旅亭びえい 白金温泉 68-1500

ビブレ 北瑛第2 92-8100 リゾートハウスBIBI 美沢美生 92-4013

ファームレストラン千代田 春日台 92-1718 リッツガーデン虹 新星3 080-5592-1236

フェルム　ラ・テール美瑛 大村村山 74-4417

ブラン・ルージュ 大村村山 92-5820

フレッソ 本町1 080-8293-7089

BeACafe 西町4 090-5100-2245

ベアーズcafe&BAR 栄町2 92-0398

歩人 美沢美生 92-2953

令和５年５月１日現在

飲食店

【お問合せ】

美瑛町役場 商工観光交流課

電話：０１６６－９２－４３２１

最新の加盟店リストはこちらの

ＱＲコードでご確認いただけます。

宿泊施設



RONENAI　BASE 朗根内 76-7895 Throw 大町1 070-9082-0867

Ｎｅｉｇｅ 水上 92-5232

ビューティーサロン　ユー 栄町1 92-2666

荒川グランパ農園㈲（シージーエム内） 幸町2 92-2877 ヘアーサロンいながき 本町1 92-2091

いし田 栄町1 92-5210 ヘアーサロントダテ 西町1 92-1858

香麦 本町４ 92-5539 Ｈａｉｒ Ｆｕｆｌａ 寿町4 92-2001

てらてらの丘 五稜第5 Healthy Habits 大町1 090-3820-4483

㈲麦菓堂 栄町1 92-1844 Ｂｏｎｉｎ.ｈａｉｒ 北町1 92-5657

マルミ菅製菓㈲ 栄町4 92-2662

㈲谷地製作所 下宇莫別第5 92-4229

渡辺製菓 大町1 92-1014 藍染　結の杜 拓進 74-8855

アトリエニペク 美沢希望 74-8169

阿部俊一写真ギャラリー 大村大久保協生 92-8500

青い池売店 白金 73-5970 ガイドの山小屋 美馬牛南1 95-2277

荒木商店 東町2 92-3953 Guided cycling Tour美瑛 大町1 090-5956-4567

㈱阿部百貨店 本町1 92-2131 拓真館 拓進 92-3355

魚竹　忠嶋商店 中町1 92-1696

宇野商店 本町1 92-1851

㈲うろこ酒店 西町3 92-1568 ㈲青山自動車用品 中町2 92-1965

絵葉描館 美馬牛南1 090-8902-8054 ㈲旭モータース 南町4 92-1528

㈱おおとり 下宇莫別第5 92-1609 犬伏クリーニング店 中町1 92-1433

㈲カマダ時計店 本町1 92-1445 太田タイヤ 東町1 92-3506

㈲北彩花 扇町 92-1118 川喜田自動車整備工場 美馬牛北3 95-2255

桑谷米穀店 南町1 92-1339 ㈱小杉石油店 西町1 92-1101

THE NORTH FACE 白金ビルケ 73-5726 ㈱十勝自動車修理工場 西町1 92-1236

JAびえい　生産資材課 中町1 92-1411 佐藤商事㈱ 中町1 92-1561

㈱スギモト 本町1 92-1462 JAびえい　オートサービスセンター 北町1 92-2156

セイカン㈱旭川営業所 中町2 92-3455 JAびえい　農業機械研修センター 北町1 92-0588

セイコーマート美瑛店 幸町１ 92-3011 ㈲シージーエム 幸町2 92-2877

セサミ美瑛店 中町2 92-8118 菅原燃料店 西町1 92-1150

セブンイレブン上川美瑛店 北町2 92-4108 ㈱中村商事 扇町 92-2579

セブンイレブン美瑛栄町店 栄町1 92-0771 美瑛憩が丘どうぶつクリニック 憩が丘 92-8686

㈱ダイゼンDZマート美瑛店 北町2 76-6580 美瑛自動車工業㈱ 中町1 92-1185

チカラノハーブ 俵真布中央 090-6876-1355 びえい新聞 西町1 92-1305

ツルハドラッグ美瑛店 扇町 92-7268 ㈲美瑛綜合オートセンター 中町4 92-1452

なみ平 白金温泉 60-2203 美瑛はなや 扇町 92-1230

長谷川印舖 中町1 92-1047 ホクレン美瑛北町給油所 北町1 92-2157

㈲花輪食品 栄町1 92-1842 松尾モータース 栄町３ 92-2058

パープル調剤薬局 北町2 92-5353 ㈱丸善商事 大町2 92-1905

㈱美瑛選果 大町2 92-4400 ㈱丸良車輌整備工場 本町3 92-1644

美瑛調剤薬局 本町3 92-8801 三田写真館 本町2 92-1022

美瑛農産 南町２ 92-1344 ㈲モリヤ写真舘 本町1 92-1819

ビバストア 美馬牛北1 95-2252 ㈱山上石油 本町3 92-1479

ふじスーパー美瑛店 北町2 92-3332 山本タイヤ 中町１ 92-4336

二ツ川洋装店 栄町１ 92-1421

ＢＵＲＡハウス 上宇莫別拓殖 92-4265

Blue Pond 北町1 川見住設 下宇莫別第1 63-2007

ベスト電器美瑛店 中町1 92-2273 ㈲木田建設 中町4 92-2432

㈱ホクレン商事ホクレンショップびえい店 中町2 92-4882 ㈲今野エンジニア 東町2 92-7177

㈱ホシ山崎薬局 本町1 92-1444 佐藤塗装店 扇町 92-1239

マルサンタイヤ商会 扇町 92-3835 ㈱清水組 西町1 92-1166

まるはち 佐藤商店 美馬牛北3 73-4187 ㈲新栄建設 丸山1 92-3171

㈱マル花 花本呉服店 本町1 92-1815 ㈱西森組 本町4 92-1002

満天の丘／輝星 栄町3 74-3308 早川石材工業㈱ 本町2 92-1438

道の駅 白金ビルケ 白金ビルケ 85-6988 ㈱美瑛プロパンセンター 丸山1 92-3141

道の駅びえい 丘のくら 本町1 92-0920 ㈱北海電材工事社 栄町2 92-1367

三野スポーツ 本町2 92-1603

村上商店 憩町1 92-1817

ラコリーヌ 中町1 74-3185 一般財団法人丘のまちびえい活性化協会 本町1 92-5677

RUSTIC 貴妃花 みどり 92-0761 長﨑典子税理士事務所 旭町3 76-6632

（一社）美瑛町観光協会 本町1 92-4378

SANTAI BALI biei 西町4 92-3739

Swell 旭町3 92-1595

ｔｈｒｅｅ ｐｅａｃｅ 大町1 74-6271

製造（小売）

小売り

理容・美容

ギャラリー・体験

建 設

その他

サービス


