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■ 本冊子の掲載価格は2022年７月現在のものです。最新情報は二次元コード
　 からご覧ください。
■ 掲載内容は予告なく変更・中止・売切れとなる場合がございます。あらかじめ
　 ご了承ください。
■ 価格は税込み表示です。

2021年に誕生した北海道深川市の飲食店情報冊子【ふかがわオ
イシイパスポート】。コロナ禍の厳しい状況の中で深川市内飲食
店を応援したい！そんな気持ちから始まった冊子は2022年、形を
新たに皆様のお手元に届けることができました！
その名も【ふかがわオイシイBOOK】！
まだまだ続くコロナ禍ですが、各店舗感染症対策を行っています
よ！という安心と深川市内飲食店の美味しさ、そして「食の宝庫」
深川の観光の楽しさを皆様にお届けできたらと、深川観光協会
事務局が全精力を注ぎこみ作成いたしました！
さぁ、早速今日のランチからオイシイBOOK片手に深川市内へ行
きましょう！

ご あ い さ つ

ふかがわオイシイBOOKのご利用にあたって

c o n t e n t s

大注目！テイクアウトOK店
和食・焼肉
洋食・カフェ・バー
ラーメン
テイクアウト
(道の駅・スイーツ・パン・弁当）
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アグリ工房まあぶで加工体験をしてみよう！
･･･････････････････････････････74

道の駅ライスランドふかがわで買える！
深川産野菜の加工品 ････････････51

ふかがわのオイシイお土産紹介
･･･････････････････････････43、52

イートインでオススメのお店♪
居酒屋・和食・焼肉
洋食・バー
ラーメン

･･･････････53
･･･････････････････64
･････････････････････70

一般社団法人 深川観光協会では「きたそらち観光インフォメーション」にて
深川のツアー情報や飲食店情報など発信しております！その他、Facebookや
Instagram、TwitterなどのSNSでは深川市の最新情報を随時更新、

YouTubeチャンネルでは深川市がよくわかる動画を公開中！是非ご覧ください♪

HP Facebook Instagram

Twitter YouTube

0164-34-5581☎深川市1条9番4号（JR深川駅舎内）（一般社団法人）深川観光協会
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居酒屋 光進丸

店舗メニュー全てテイクアウトOK！
新鮮魚介が売りの居酒屋
小平町で漁師をしている大将が、自身の手で釣りあげた新鮮な魚介類を元気で優しい奥様が
オイシく調理してくれることで大変有名なお店です。居酒屋での提供メニューも全てテイクアウ
ト可能なので、お家居酒屋が楽しめてオススメ！オードブルやお弁当も、店主と内容の相談が
できるので、その日にしか食べられないおかずが楽しめます。お弁当の配達やキッチンカーでの
出店の為お店に不在のこともありますので、注文のお電話やご来店のご予約はお早めに！

上生ちらし　1,650円
これがオススメ！

新鮮魚介類が大きく
ゴロゴロ入って大満足間違いなし！

▲店主の河端さん

おすすめ刺身盛り　おひとり様1,100円～
店主が仕入れた魚介類や自身の船で
釣り上げた鮮度抜群の海産物の盛り
合わせは光進丸でしか味わえない。

北海シーフードカレー　   1,100円
丸ごとのホタテやタコがゴロゴロ！季
節によってエビやイカなど、とれたて
の食材も加わる。

居酒屋 光進丸
テイクアウトができるお店

0164-23-4002☎

和食

元日（イベント時休みあり）定

深川市2条10番15号住 ランチ11：30～13：30、ディナー18：00～22：00（ランチディナー共に一度お電話ください）営

詳しくはこちら▼

ありP

・刺身定食････････････････1,650円

・並生ちらし（汁付き）･･････1,100円

・上生ちらし（汁付き）･･････1,650円

ご希望のご予算で承ります

金額は入荷次第ですがご予算に合わせます
（完全予約）
※その他一品料理等店主に相談すると好み
で作ってくれることも。是非お問合せを。
※様 な々町へキッチンカーでの出店もしています。

※上記以外にもメニューございます。
　二次元コードからご覧ください。

金額ご相談ください。
・おかずのみの場合は660円～

・スペシャル生ちらし（汁付き）･･2,750円

◆日替わり弁当

◆海鮮

・玉子丼･････････････････････770円

・親子丼 ････････････････････880円

・チキンカツ丼･･････････････990円

◆丼もの

・シーフード、ポーク
（辛さ：甘口、中辛、辛口）

･･････各1,100円

◆カレーライス

お電話（2日前まで）
※値段等お電話にてご相談ください。

ご来店。注文金額2,000円以上のお客様には
配達も行っています。【要相談】

・770円～

◆その他
・シーフードパスタ ････････1,450円

・おすすめ刺身盛り
･･･････おひとり様1,100円～

・ナポリタン ････････････････880円

・海鮮チャーハン･･････････1,210円

◆オードブル
・お客様のお好みで
・旬のおすすめで

◆刺身盛り合わせ

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

※キッチンカー出店の為不在時有

01 和
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蛯天

特大のジャンボえびフライを
是非ご家庭でご賞味あれ
JR深川駅から徒歩5分。昭和37年開業の老舗で大きな蛯の看板が目印。深川産の野菜
をはじめ食材は出来る限り道内産のものを使い、メニューに応じてオリジナルのタレを
使い分けています。長さ30センチはある超特大ジャンボエビを使ったメニューが自慢で、
天ぷら・フライ・寿司・うなぎの他定食メニューもテイクアウト可能。また、お店の器での
お持ち帰りも可能なので、綺麗な盛り付けのままお家でお食事を楽しむこともできます。

天丼（梅）　850円
これがオススメ！

秘伝のたれをまとった天ぷらと
深川米が旨さの相乗効果を生む。

▲店主の古本さん

ジャンボえびフライ定食   2,100円
割り箸よりも長ーいエビフライ！食べ
応えあります。

特製チャップ定食（テイクアウト）
　　　　　　　　　　　 1,400円
分厚い豚肉のチャップ。甘じょっぱい
タレが絡みご飯がすすむ一品です！

蛯天
テイクアウトができるお店

0164-23-2387☎

和 食

不定休定

深川市3条9番7号住 11：00～14：30（LO14：00）、17：00～21:00（LO20：00）

※食材がなくなり次第終了

営

詳しくはこちら▼

ありP

・天丼（梅）･････････････････850円
・天丼（竹）････････････････1,100円
・天丼（松）････････････････1,400円

・特カツ丼 ････････････････1,400円
・カツ丼･････････････････････900円
・ヒレカツ丼･･･････････････1,000円
・他人丼････････････････････800円
・親子丼･････････････････････750円
・玉子丼 ････････････････････650円
・えび重･･･････････････････1,100円
・大えび重 ････････････････1,600円
・ごはん･････････････････････200円
・うな重 ･･････････････････3,800円

・えびフライ定食･･･････････1,100円
・大えびフライ定食　････････1,600円

お電話（お早めにご予約お願いいたします）

ご来店（11：00～14：30まで。夜は17：00～）

▪【松】（さしみ、茶わんむし付）
･････････････････････････1,800円

・大えび天ぷら定食
（さしみ、茶わんむし付）･･2,000円

・北の味さしみ定食（小鉢付）
･･････････････････････････1,800円

◆定食◆ごはんもの

・えび天丼 ････････････････1,050円
・大えび天丼･･････････････1,400円
・野菜天丼･･････････････････800円

・天ぷら定食
▪【梅】（小鉢付）･･････････1,200円
▪【竹】（茶わんむし付）････1,500円

・定食（えびフライ、さしみ、茶わんむし付）
･･････････････････････････1,600円

▪【松】（茶わんむし、小鉢付）
･････････････････････････2,000円

・さしみ定食
▪【梅】（小鉢付）･･････････1,100円
▪【竹】（茶わんむし付）････1,500円

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

※ごはん大盛り100円増しです。
　定食にはごはん、お吸い物、漬物付です。

※無料パック（使い捨てプラスチック製容器）と有料パック100円（プラスチック製容器・掛け紙付）
がお選びいただけます。※お店の器でのお持ち帰りもできます。（器のご返却につきましては営業時
間外の場合、正面玄関の入口にお願い致します）

※その他一品料理や寿司（予約制）も持ち帰りできます。詳しいメニューは二次元コードからご覧ください。
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しめ鯖ファンの皆様、必見です
JR深川駅から徒歩約5分。深川駅を背にして、深川十字街から左に曲がって杉
澤歯科さん前を通過。斜めの道が見えてきたら左の脇道へふらりと入ってみて
ください。すぐに白い看板のお寿司屋さん花志乃鮨が見えてきます。昭和46年
に開店したお寿司屋さんで、人気のしめ鯖はしっとりと口の中でとろけるような
美味しさ。お寿司のみお持ち帰り可能です。是非お家で美味しいお寿司を堪能
してください。

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・特上生寿司折････････････2,750円

・上生寿司折･･････････････2,050円

・中生寿司折･･････････････1,750円

・並生寿司折･･････････････1,250円

・鉄火巻き折･･････････････1,800円

・納豆巻き折････････････････950円

・新香巻き折 ･･･････････････900円

・かっぱ巻き折･･････････････900円

◆折詰

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

※金額は変更になる場合もございます。ご了承ください。

※その他イートインメニュー等は二次元コードからご覧ください。

花志乃鮨

しめ鯖　2,000円
これがオススメ！

脂ののった鯖が絶妙な酢のしめ具合と相まって、
しっとりと口の中でとろける。

上生寿司折　2,050円
大将オススメのネタがズラリ！

玉子　 1,600円
花志乃鮨で人気の一品。

花志乃鮨
テイクアウトができるお店

0164-23-5171☎

和 食

第1・第3・第5木曜日定

深川市3条10番37号住 17：00～24：00営

詳しくはこちら▼

ありP
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テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・かつ丼 ････････････････････770円

・えび重 ････････････････････880円

・親子丼 ････････････････････660円

・玉子丼 ････････････････････550円

・天丼･･･････････････････････770円

・上天丼 ････････････････････990円

・えび天丼 ････････････････1,210円

・カレー ････････････････････660円

・カツカレー ････････････････990円

・フライドポテト･････････････440円

・ゴマダンゴ ････････････････660円

・半身揚げ･･････････････････990円

・ザンギ ････････････････････660円

・寿司 ････････････････････1,540円

・生ちらし･････････････････1,430円

◆ご飯もの ◆一品もの

・鉄火丼 ･･････････････････1,760円

・いなり･････････････････････660円
ボリューム満点で大満足間違いなし！
深川市の大きな図書館、生きがい文化センターのすぐそばにある食事処
藤。寿司・丼物・定食・そば・天ぷらなどメニューの多さは深川一番！店内
に入るとすぐに明るい大将が元気な声で『いらっしゃい！』と声をかけてく
れます。お持ち帰りメニューも豊富にあります。人気の若鶏の半身揚げは
事前に予約のお電話をお願いします。

◆オードブル（予約）5～6人分
◇6,600円　◇8,800円　◇11,000円
※容器盛・パック詰めもＯＫ

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

食事処 藤

上天丼　990円
これがオススメ！

ダイナミックな盛りつけを楽しみたい方はイートインで！

半身揚げ（テイクアウト)　   990円
ジューシーな半身揚げはリピート必至。

親子丼（テイクアウト）　     660円
お子様も喜ぶ定番丼。

食事処 藤
テイクアウトができるお店

0164-22-6699☎

和 食

不定休定

深川市西町4番17号住 11：00～14:00（LO13：30）17：00～20：00（LO19:30）営

詳しくはこちら▼
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ダイニングバー彩

ボリュームたっぷりで男女ともに人気のお店
JR深川駅を背にして信号を2つ進んだ交差点を左に曲がり真っ直ぐ進んでくださ
い。黒い暖簾に黄色い文字の『彩』が見えてくるはずです。彩の店長さんが作る料
理はどれも優しく、チキン南蛮のソースなども全て手作り。リーズナブルなお値段で
お腹一杯になる、体にもお財布にも優しい彩さんの料理はテイクアウト可能。ラン
チタイムのテイクアウトだけではなく、18時からもテイクアウトすることができるの
で夜ごはんにもオススメ。

チキン南蛮　950円（テイクアウトの場合は700円）
これがオススメ！

ソースも店主手作り。

▲店主の細川さん

油淋鶏弁当　700円
特製ダレとカリッと揚がった唐揚げ。
何度も食べたくなる！

みそカツ弁当　800円
ごはんにもビールにも合う！

ダイニングバー彩
テイクアウトができるお店

0164-22-6688☎

和 食

不定休（ランチは土・日・祝祭日休み）定

深川市3条9番13号住 11：30～14：00、18：00～22：00（LO21：00）営

詳しくはこちら▼

なしP

・豚カツ弁当 ････････････････700円

・みそカツ弁当　･･････････････800円

・和風カツ弁当･･････････････800円

・ハンバーグ弁当････････････650円

・チーズハンバーグ弁当･･････750円

・和風ハンバーグ弁当････････750円

・から揚げ弁当･･････････････600円

・油淋鶏弁当････････････････700円

・チキン南蛮弁当････････････700円

◆お弁当

・カレーライス･･･････････････550円
・ナポリタン･････････････････700円
・和風スパゲティー･･････････700円
・スパカツ ･･････････････････800円
・ネギ塩豚重････････････････550円
・のり弁当 ･･････････････････550円

・カツカレー･････････････････800円

※上記メニューは予約制となります。
※ランチタイム（11：30～14：00）のお引渡しの場合は、当日11時までにご連絡ください。
（平日のみ）
※居酒屋タイム（18：00～21：00）のテイクアウトも承ります。（要予約）
※おかずのみの場合は100円引きとなります。
※ライスの大盛りは50円増しとなります。

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu
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▲店主のあきちゃん

・紅しょうがザンギ
・安定のフライドポテト
・とろ～りチーズフライ
・タコのから揚げ
・なんこつのから揚げ
・イカゲソから揚げ
・オニオンリング
・いももち（2個）
・ごぼうスティック

◆揚げ物

◆399メニュー（439円）

◆120分飲み放題+手羽から食べ放題付き

・手羽から（塩・タレ）･･････1本90円

▪アルコール飲み放題･･････1,650円
▪ソフトドリンク飲み放題 ･･1,100円
▪幼児（小学校未満）････････880円

▪手羽から5本（塩・タレ）飲み放題
　に付いています
▪手羽からスパイシー5本（塩・タレ）
▪手羽から辛マヨ5本（塩・タレ）
▪手羽からチーズ5本（塩・タレ）

※飲み放題はグループの皆様全員でご注文いただいております。
※一度にご注文できる手羽からの数は40本までです。※単品でも手羽からをご注文いただけます。
※おひとり様399メニューの中から2品ご注文よろしくお願いいたします。

※その他、サラダやご飯もの・一品料理
などメニューがございます。詳しくは二
次元コードからご覧ください。

テイクアウトメニューTake Out Menu

イートインメニューEat In Menu

飲み放題食べ放題で大人気の居酒屋さん
深川市に突如現れた人気の居酒屋『手羽からあきちゃん』。気さくで明る
い店主と、リーズナブルでオイシイ手羽からが有名です。人気の手羽から
タレは店主オリジナルの味。飲み放題を頼むと手羽から食べ放題が付い
てくるという嬉しい特典が！おひとり様2品ずつご注文が必要になります
が、それでもお会計時にはお腹も心も満足できちゃいますよ♪　　　　 ご来店またはお電話

（※事前にお電話いただいた方がスムーズです）

ご来店

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

手羽からあきちゃん深川店

店主オススメメニュー
これがオススメ！

店主のイチオシメニューがズラリ！ビールで乾杯！

手羽から5本（タレ）　   　  439円
甘辛の味付けがビールにピッタリ！テ
イクアウトOK！

豚串2本（塩）　     　　　  439円
炭火で焼き上げた柔らかジューシーな
豚肉。

テイクアウトができるお店

070-4478-5165☎

和 食

木曜日定

深川市西町10番19号住 16：00～24：00営

詳しくはこちら▼

なしP
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味わい深いお料理で真心のおもてなし
細やかなおもてなしで人気の日の出会館。御法要や結納の儀式などのご会席や
普段のお集りの際のご会食など、ご予算に応じて対応してくれます。毎日内容が
変わる600円弁当も大変人気。お弁当のご予約は前日までにお電話してくださ
い。

（食前酒・前菜・お造り・煮物・焼物・油物・替り鉢・蒸し物・酢の物・吸物・
お食膳・水菓子）

（毎日メニューが変わる日替わりのお弁当。1個からでもご注文可能です。）

･････････････････････････5,500円～
・松花堂 ･･････････････････2,750円

・楓 ･･････････････6,600円

◆会席コース

◆オードブル（要予約）

◆600円弁当

テイクアウトメニューTake Out Menu

イートインメニューEat In Menu

日の出会館

オードブル　5,500円
これがオススメ！

特別な日には
鮮やかなオードブルを！

▲スタッフの加藤さん

ご会食　　  おひとり様5,500円～
様々なシーンでの会食にご対応してお
ります。

御弁当　　　　 　　　　　600円
毎日内容が変わるリーズナブルでオイ
シイお弁当です♪

日の出会館
テイクアウトができるお店

0164-23-4225☎

和 食

不定休定

深川市4条11番5号住 9：00～20：00営

詳しくはこちら▼
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お電話
（宴会・仕出しのご予約は3日前まで、お弁当の
  ご予約は前日の16時までにご注文お願いします）

ご来店（5個以上は配達も可能）

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

※その他、ご会食内容等ご相談ください。詳しくは二次元コードからご覧ください。
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テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・黒米バーガー単品 ･････････500円

・若鶏からあげ弁当･･････････750円

・からあげ単品･･････････････450円

・ふわトロオムライス･････････880円

・黒米バーガーセット(手作り黒米バ
　ンズ使用！トマト・チーズ・テリヤ
　キ・フライドポテト・ウインナー)
･･･････････････････････････780円

・ハンバーグステーキ自家製
デミグラスソース･･････････1,000円

・深川ポークのウインナーとベーコンピッツア
(直径29cm)･･････････････1,380円

・生姜焼き弁当････････････1,080円

・海老野菜天丼 ･････････････980円

・カツ丼　･････････････････････980円

・カツカレー･･･････････････1,000円

・ポテトフライ･･･････････････350円
・おにぎり(鮭、梅、おかか)
･･･････････････････････1個各150円
・ソフトクリーム(バニラ、ミックス、イチゴ)
･････････････････････････各350円

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

※その他イートインメニューもございます。
　詳しいメニューは二次元コードからご覧ください。まあぶ’ｓきっちん旬彩

いつ行っても・いつ食べても誰もが『オイシイ！』
アグリ工房まあぶ内に併設されているまあぶ‘ｓきっちん旬彩。家族で楽しめるメニューが豊富で、家族で
温泉に入浴した後にお食事を楽しむ方が多くいらっしゃいます。店内は広く、ソーシャルディスタンスも保
てる空間なのでイートインでも安心。深川産の食材などを使用したメニューの多くがテイクアウトにも対
応しております。シェフの味はファンも多し。是非お電話にてご注文してみてくださいね。

深川ポークのトンテキ　1,380円
これがオススメ！

ふかがわポークのウインナーとベーコンが添えられた
イートイン限定の贅沢な一品。

黒米バーガーセット　780円
深川産黒米使用の手作りバンズ。
単品（500円）もあります。

ふわトロオムライス　 880円
とろとろの卵が食欲をそそる一品。
こちらはテイクアウト限定商品です。

まあぶ’ｓきっちん旬彩
テイクアウトができるお店

0164-26-3333☎

和 食

第2・第4木曜日(祝祭日を除く)定

深川市音江町字音江600番地（アグリ工房まあぶ内）住

平日昼 11：30～14：00（LO13：30）、平日夜  17：00～20：00（LO19：30）営

土･日･祝日 11：30～20：00(LO19：30)
※11月から冬期営業時間になります。

詳しくはこちら▼
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焼肉たかぎ

スポーツ選手も多く訪れる焼肉店
JR深川駅を背に信号2つ目を左に曲がりまっすぐ進むと左手に焼肉たかぎと書かれた大きな
看板が見えてきます。平成12年に開店したこちらの焼肉屋さんは、入店するとまるで実家に
帰ってきたかのような安心感を感じるアットホームな空間が広がります。広い小上り席があ
り、感染症対策のパーテーションもしっかりしているので小さなお子様連れのイートインも
安心。ほとんどの焼肉メニューがテイクアウト可能で、キムチから具材まで全て大将手作りの
ビビンバもテイクアウトＯＫ！テイクアウトの場合、2割引きの嬉しい特典がありますよ。 

石焼ビビンバ　750円
これがオススメ！

大将手作りのナムルと特製味噌ダレのうまさを、
おこげも香ばしい深川産ふっくりんこがガッシリと支える。

▲店主の高木さん

牛タン　1,200円
上質な脂が乗った牛タン。何枚でも食
べられます。

サガリ（たれ・塩）　各800円
たかぎのサガリは柔らかく、小さなお
子様も喜ぶ美味しさ。

焼肉たかぎ
テイクアウトができるお店

0164-22-8929☎

焼 肉

水曜日定

深川市2条9番31号住 17：00～22：00営

詳しくはこちら▼

なしP

・牛ロース（たれ・塩）････各1,100円
・カルビ（たれ・塩）･･･････各950円
・サガリ（たれ・塩）･･･････各800円
・牛タン ･･････････････････1,200円
・牛ホホ肉（ツラミ）･･････････800円

・トントロ ･･･････････････････550円

・豚カルビ(たれ・塩) ･････各550円

・豚ロース(たれ・塩)･･････各550円

・ジンギスカン(たれ・塩)･･･各500円

・豚カブト･･･････････････････550円

・ハツ･･･････････････････････550円

・ホルモン(味噌・塩) ･････各400円

・牛レバー(味噌・塩) ･････各800円

・ピリ辛ホルモン････････････450円

※テイクアウトは２割引きサービス！　※価格は変更する可能性がございます。ご了承ください。

お電話
（お早めに
お願いします。）

ご来店
（営業時間内に
お受け取りお願いします。）

・イベリコブタスペアリブ（たれ・塩）
･････････････････････････各800円

◆焼き物

・ガツ(味噌・塩)･･････････各550円

・子ぶくろ･･･････････････････600円

※その他、野菜物や特製のお漬物などもござ
　います。詳しいメニューは二次元コードから
　ご覧ください。

・若鳥･･･････････････････････500円

・ホタテ焼(たれ・塩）･･････各550円
・エビ焼(たれ・塩）････････各500円
・ツブ焼(たれ・塩）････････各500円
・ホッキ焼(たれ・塩）･････各550円
・海鮮ミックス(たれ・塩）　･･･各850円
・ソーセージ　･････････････････450円
・野菜焼････････････････････400円
・スナギモ･･･････････････････550円
・鳥ナンコツ･････････････････450円

◆ごはん物

・ビビンバ･･･････････････････700円

・ライス･････････････････････200円

・イカ焼(たれ・塩）････････各600円

・ミノ(味噌・塩) ･･････････各800円

・まるころホルモン(味噌・塩)･･･各500円

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

09 和
食
・
焼
肉（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
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ラ・カンパーニュホテル深川

ホテルの味をご家庭でもどうぞ
JR深川駅から徒歩５分の場所にある市内唯一のホテル、ラ・カンパーニュホテル深川内にあるレストラ
ンでもテイクアウトができます。キャリアを積んだシェフが作るメニューは種類豊富なので、何を食べよう
かときっと迷ってしまうはず。イートイン時にはスープやデザート、ドリンクバーも付いていてお得。ちょっ
と贅沢な、お家料理では中々味わえないホテルならではの洋食料理を楽しめますので、是非お電話や二
次元コードからチェックをしてみてください。

ハンバーグランチ（セット）
（イートイン）1,200円

これがオススメ！

むっちりとした「肉感」を実感できる
手ごねハンバーグ。

厚切りソーセージとほうれん草の
スパゲッティ（テイクアウト）  900円
ごろごろ入ったソーセージのパリッと食感
とニンニクの風味が食欲をそそる一品。

ハヤシライス　 900円
柔らかく煮込まれたお肉が入っている
のでお子様にもオススメ。

テイクアウトができるお店

0164-23-2121☎

洋 食

なし定

深川市3条6番7号住 11：30～14：00営

詳しくはこちら▼

ありP

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・ライス･････････････････････200円

お電話（11：30～13：00）

ご来店（11：30～14：00）

・チキンのスパイスカレー
････････････････････････････900円

・温玉のせスパゲッティボロネーゼ
････････････････････････････900円

・ハヤシライス ･･････････････900円

・ハンバーグランチ ･･････････900円

・厚切りソーセージとほうれん草の
   スパゲッティ
････････････････････････････900円

・鱈のグラタン仕立て、ブリックの
   ミルフィーユ
･･････････････････････････1,000円

・豚ロースの香ばしい
   グリルステーキ、ビストーソース
･･････････････････････････1,000円

・野菜のブイヨンスープ ･･････350円

・季節のサラダ･･････････････500円

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

※テイクアウトメニューは変更する場合がございます。最新情報は二次元コードからご覧いただく
　かまたはレストランへ直接お問合せください。
※掲載メニューは2022年7月現在のものです。

テイクアウト
お受取方法

ラ・カンパーニュホテル
深川

洋
食
・
カ
フ
ェ
・
バ
ー（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
）
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◆ピッツァ（PizzaRossa）

・チポッラ(玉ねぎ、チョリソー
唐辛子、モッツァレラ)････1,620円

・マルゲリータビアンカ(ミニトマト
バジル、モッツァレラ)･････1,728円

※この他にもテイクアウト可能なメニューが多数ございます。詳しくは二次元コードからご覧ください。

・深川はやし果樹園チェリーとボロニアソーセージ
(チェリー、ボロニアソーセージ、ミニトマト
オリーブ、モッツァレラ)･･･1,944円

・ガンベレッタ(海老、アンチョビ
  オリーブ、季節野菜、モッツァレラ)
･･･････････････････････････1,944円

・ビスマルク(ハム、季節野菜
  モッツァレラ、グラナパダーノ、玉子)
･･････････････････････････1,620円

・クワトロフォルマッジョ～メイプルシロ
　ップ添え～(モッツァレラ、ゴルゴン、
　マスカルポーネ、パルミジャーノ)
･･････････････････････････2,268円

・ビアンカインサラータ(生ハム、サラダ、
モッツァレラ、パルミジャーノ)･･･2,268円

レストラン コリーナ
0164-25-1033☎

洋 食

水曜日（祝日は営業）定ティータイム 15：00～17：00、ディナー 17：00～21：00（LO20：00）

※ディナーは
　前日までの
　完全予約制

深川市音江町字音江777番地住 11：00～21：00、ランチ 11：00～15：00（LO14：00）営

詳しくはこちら▼

ありP

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

石窯で焼き上げるピッツァは格別
道央道深川インターチェンジより5分。四季折々の美しさを見せる高原「イルムの
丘」にあるのがレストランコリーナ。イタリア料理のシェフが手掛ける石窯でじっく
り焼いたピッツァや地元深川の果樹園のフルーツを使用したスイーツなどがテイク
アウト可能！天気のいい日にはテイクアウトした商品を屋外に設置された椅子に
座って素敵な景色を見ながら食べるのもオススメ。

これがオススメ！

お電話（11：00～16：00）

ご来店（お受取り時間についてはご相談ください）

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

特濃ミルクソフトクリーム　400円
季節のフルーツパフェ　　  800円
テイクアウトできるソフトクリームとパフェは女性に
大人気。是非ドライブがてらお立ち寄りください。

深川
はやし果樹園
チェリーと
ボロニアソーセージ　1,944円
深川産のチェリーとピッツァが本当に
合います。是非ご賞味あれ。

◆ピッツァ（PizzaBianca）

・マリナーラ(ニンニク、オレガノ、アンチョビ)
･･････････････････････････1,458円

◆Dolce

・特濃ミルクソフトクリーム･･････････････････････････････････････････400円

・カルツォーネ ･･････････････････････････････････････････････････････650円

・季節のフルーツパフェ･･････････････････････････････････････････････800円
・ボンボローニ（火・金限定）･････････････････････････････････････････380円

・マルゲリータ(バジル、モッツァレラ)
･･････････････････････････1,620円

・カプリチョーザ(シェフ気まぐれ素材)
･･････････････････････････1,728円

洋
食
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コリーナ特製できたてピッツァ(全12種類)　各1,458円～
イタリア料理のシェフが手掛ける

石窯でじっくり焼いたピッツァは絶品。

▲中島シェフ

レストラン コリーナ
テイクアウトができるお店
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雑貨カフェバー キルティングビー
0164-22-4161☎

カフェ・バー

日曜日（臨時休業あり）定

深川市4条8番13号住 18：00～23：00営

詳しくはこちら▼

ありP

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・ポークカレー野菜トッピング
････････････････････････････900円

これがオススメ！

・タコライス･････････････････800円

・ソーセージトルティーヤ････600円

※お電話でご予約いただけますと待ち時間な
　くお受取りいただけます。

※テイクアウト受取の際などに小物雑貨の購入も。

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

キルティングビー
雑貨カフェバー
テイクアウトができるお店

◆テイクアウト

男女問わず落ち着ける空間の雑貨カフェバー
JR深川駅を背に本町通りを過ぎた右手に、緑やお花に囲まれた可愛いお店が見え
てきます。女性おひとり様でも気兼ねなく入店できるお店で、店主セレクトの素敵
な小物雑貨が目につきます。キルティングビーでは、タコライスやポークカレー、
ソーセージトルティーヤのテイクアウトが可能。イートインの場合は、可愛い盛り付
けのスイーツや美味しいお酒も楽しむことができます。

洋
食
・
カ
フ
ェ
・
バ
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テ
イ
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タコライス　800円
彩り鮮やかなタコライスは卵を崩して食べると

またマイルドな味わいに。

▲店主の万代さん

ソーセージトルティーヤ　    600円
ビールのお供にぴったり。

ベリーサンデー　 
500円
ベリーとアイスの
相性抜群の
パフェ。
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古民家カフェ 花さんぽ

深川でしか味わえないノスタルジーな空間
元々イラストなどデザインのお仕事をされていた店主が平成21年に同店をオープン。柔らかく肉汁たっぷ
りなハンバーグやステーキ丼など人気のカフェメニューが多数テイクアウト可能。彩り綺麗なオードブル
も希望を取り入れてくれるのでお子様向けに作ってもらうこともできます。現在はテイクアウト中心メ
ニューで営業中。店内飲食が復活した際には観光協会SNSでお知らせいたしますので是非お見逃しな
く！テイクアウトご希望の方はお電話で問い合わせお願いいたします。

0164-22-6278☎

カフェ

木曜日（不定休あり）定

深川市1条13番16号住 11：00～18：00営

詳しくはこちら▼

ありP

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

お電話
（メニューにより時間がかかる場合がございますので
事前の連絡をお勧めします）

ご来店

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

花さんぽ
古民家カフェ
テイクアウトができるお店

・ステーキ丼 ････････････････980円

・豚バラ丼 ･･････････････････780円

・チャーハン･････････････････700円

・ステーキカレー ･･････････1,380円

・チキンカレー ･･････････････780円

・日替わりパスタ･･････････850円～

・バーグしゃぶ丼････････････980円

・ハンバーグカレー ････････1,080円

・唐揚げ丼（目玉焼き付き）･･800円

・日替わり幕の内弁当･････800円～
※数により要予約

・オードブル
(ご希望を取り入れながらお作りします。)
････････････････････････3,000円～
※容器代別途

・ハンバーグ弁当･････････････800円

洋
食
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ステーキ丼　980円
これがオススメ！

ジューシーな肉とソースがご飯に合う。

バーグしゃぶ丼　980円
ジューシーなハンバーグとあっさりオイシ
イしゃぶしゃぶが両方味わえる贅沢丼。

オードブル　3,000円～
希望を取り入れながら作ってくれるオー
ドブルは小さいお子様たちにも人気。
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こめカフェBéco
0164-26-8103☎

カフェ

日曜日・祝日（不定休あり）定

深川市6条1番4号住 10：00～17：00営

詳しくはこちら▼

ありP

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

米粉を使用したスイーツや料理が味わえるお店
愛らしい外観でイートインスペースには広いキッズスペースもあり、おまけにオイシ
イスイーツが食べられるとあって学生のお客様やママさん達から絶大なる人気を集
めています。大変人気の米粉で揚げた唐揚げは、購入しやすいお値段で大満足の
味とボリューム。もちろんテイクアウトＯＫ！クリスマスシーズンなどにはオードブル
も相談に応じているので気になる方は是非お電話で問い合わせてみてください。

これがオススメ！

ふっくリング(プレーン・黒米)
(プレーン)200円 　(黒米)200円
グルテンフリーで作られた体に優しい
ドーナツは小さなお子様へのお土産
としても最適。

※お問い合わせください。

・かき氷(コーラ・まっちゃ・ブルーハワイ
メロン・ピーチ・いちご)･･･各200円
・氷フロート(いちご・メロン・ブルーハワイ
ピーチ・コーラ・まっちゃ)･･･各300円

・チョコバナナ､キャラメルバナナ､みるくバナナ
いちごバナナ､いちご､いちごチョコ
いちごみるく､小倉いちご･･･各400円

・チョコバナナアーモンド､キャラメルバナナアーモンド
チョコブラウニー､小倉いちごみるく､トリプルベリー
ツナサラダ､ハムたまご､ハムチーズ･･･各420円

・チョコアーモンド､キャラメルアーモンド
小倉クリーム､ピーチクリーム･･･各380円

・いちごブラウニー､チョコバナナブラウニー
･････････････････････････各440円
・ブルーベリーチーズ､ストロベリーチーズ
ソフトクレープ･･･････････各430円
・ソフトクレープソース付き､たまごサラダ･･･各450円
・フルーツクリーム､チーズウインナー･･･各500円
・ウインナーサラダ･･････････480円

・チョコソース､いちごソース､ブルーベリーソース
キャラメルソース､ミルク････各350円

◆米粉クレープメニュー

・チョコレート（ミニ）400円、
（レギュラー）500円、（ビッグ）600円
・いちご（ミニ）430円、
（レギュラー）530円、（ビッグ）630円
・チョコバナナ（ミニ）430円、
（レギュラー）530円、（ビッグ）630円

◆パフェメニュー

◆オードブル

※クレープ、単品からあげは事前予約の必要はございません。お電話いただけますとスムーズに
　お受け取りいただけます。

※その他、詳しいメニューは二次元コードから
　ご覧ください。

・米粉からあげ･･･････(1人前)300円
････････････････････(3人前)800円
･･････････････････(5人前)1,300円
・油淋鶏風 ･････････････････380円

・米粉ブラウニー････････････220円
・タルトタタン･･･････････････250円

・チキン南蛮風･･････････････380円

◆一品料理

ご来店または
お電話 ご来店テイクアウト

ご注文方法
テイクアウト
お受取方法

洋
食
・
カ
フ
ェ
・
バ
ー（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
）

14
こめカフェBéco
テイクアウトができるお店

米粉からあげ（3人前）　800円
サクッと軽い食感の唐揚げで女性やお子様に人気。

▲店主の右代さん

いちごバナナ
パフェ
(レギュラーサイズ)
530円
こちらのパフェも
テイクアウト可能！

3332



元祖旭川らーめん一蔵 深川店

ラーメン屋さんオリジナルのカレーは絶品
一蔵のテイクアウト人気NO.1メニューは外はサクッと、分厚いのに中はふわっと揚
がったカツが乗ったカツカレー。その他、ボリュームたっぷりなギョーザカレーや
チャーシューカレーなど一蔵でしか味わえない珍しいメニューが盛りだくさん！旭川で
人気のラーメン屋さんの味が深川市でも味わえます。1,500円以上の注文から配達も
可能なので、出かけるのが億劫な日でも電話一本でオイシイごはんが食べられます。
(配達地域は市内限定です)

ギョーザカレー　900円
これがオススメ！

一蔵ならではのオススメメニュー！

▲店主の清水さん

チャーマヨ手巻き　440円
マヨ好きさん必見！一蔵オリジナルの
チャーマヨメニュー。

チャーシューカレー　  950円
豪華にのったチャーシューがカレーと
ベストマッチ！

元祖旭川らーめん一蔵 
深川店

テイクアウトができるお店

080-8295-7024☎

ラーメン

不定休定

深川市音江町字広里301番地1住 11：00～20：30（LO20：00）営

詳しくはこちら▼

ありP

・カレーライス･･･････････････650円

・チャーハンカレー･･････････900円

・ギョーザカレー････････････900円

・チャーシューカレー　････････950円

・カツカレー ････････････････950円

・ザンギカレー･･････････････950円

・角煮カレー････････････････950円

[ ご注文金額合計1,500円以上から配達可能 ]

◆カレー

お電話(10：00～19：00）

ご来店。注文金額1,500円以上の
お客様には市内限定配達(19：00まで対応)も行っています。

・チャーハン
･･････650円

・旨辛チャーハン････････････800円

・チャーマヨ手巻き･･････････440円

◆ご飯もの

◆一品料理
・フライドポテト･････････････420円

・鶏唐揚 ････････････････････570円

・ごぼう唐揚 ････････････････420円

・チーズ巻き･････････････････520円

・タコ唐揚 ･･････････････････570円

・枝豆　･･･････････････････････320円

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

15

※ライス大盛りは100円増です。

（税込価格）

・ギョーザ（6個入り）　････････450円
◆ギョーザ

・やみつきギョーザ（6個入り）
▪プレーン･･･････････････････450円

・ベジギョーザ（6個入り）
▪アニマルフリー･････････････550円

▪チーズ･････････････････････580円

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

ラ
ー
メ
ン（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
）
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五十番

丼ものもラーメンも出前いたします！
JR深川駅を背に交差点を２つ進み、左に曲がり約100ｍほど真っ直ぐ進むと黄色いお
店に真っ赤な暖簾が見えてきます。深川の老舗ラーメン店・五十番は昭和38年開業。
長い年月深川市民に愛されています。親切・丁寧な接客と、注文してから商品が提供さ
れるまでのスピードが速くて味も美味しい！と評判のお店。テイクアウトや出前（市内）
も可能です。お昼の時間帯は混むので出前は早めの注文がオススメです。

これがオススメ！

▲店主の木村さん

天津丼　  900円
ボリュームたっぷりな見た目だが甘酢
が食欲をそそりペロリと完食できる。

テイクアウトができるお店

0164-23-3037☎
水曜日定

深川市2条9番30号住 11：00～20：00（なくなり次第終了）営

詳しくはこちら▼

ありP

・ラーメン（みそ、塩、醤油）･･･700円

・大ラーメン ････････････････800円

・もやしラーメン･････････････800円

・チャーシューメン ･･････････900円

・ワンタンメン･･･････････････900円

・広東メン ･･････････････････900円

・みそ野菜ラーメン･･････････900円

[ 出前も受け付けております ]
◆めん類（お持帰りはできません。出前にてご対応）

ご来店または
お電話

ご来店。
出前も承ります。

・チャーハン ････････････････850円
・大チャーハン ･･････････････950円

◆ご飯物

・カツライス･･･････････････1,200円
・カツ丼 ････････････････････950円

・玉子チャーハン････････････850円

・カツカレー ････････････････950円

・玉子丼･････････････････････750円
・オムライス･････････････････850円
・チキンライス･･･････････････750円
・中華丼 ････････････････････900円
・天津丼　･･･････････････････900円
・大カレーライス ････････････850円
・カレーライス･･･････････････700円
・大ライス･･･････････････････250円
・ライス　･････････････････････200円
・半ライス･･･････････････････150円

・親子丼 ････････････････････800円

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

・タンメン･･･････････････････900円

・天津メン ･･････････････････900円

・叉焼雲吞メン････････････1,050円
・ワンタン･･･････････････････800円

・餃子ラーメン･････････････1,050円

・塩バターラーメン ･･････････800円

・メンマラーメン･････････････900円

・カツラーメン･････････････1,050円

・焼きそば ･･････････････････900円

五十番

カツ丼　950円
ボリューム感たっぷりのカツは
肉厚で人気メニュー。

Ａセット（半チャーハンとラーメン）
　　　　　　　　　　　 1,000円
ラーメンだけでは足りない！そんなお
客様にピッタリなセットです。

・あんかけ焼きそば･･････････900円
※焼きそば、あんかけ焼きそば大盛り150円増し

※その他、セットメニューや一品料理など多数商品ございます。詳しくは二次元コードからご覧ください。

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

ラーメン
16 ラ

ー
メ
ン（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
）
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SENDOU道の駅店

テイクアウトで楽しむ特製ザンギ
道の駅北側出入口横にあるSENDOU道の駅店。深川の食材を活かしたメ
ニューを競う、深川ご当地グルメ「F-1グランプリ」で3年連続グランプリを受賞
しているザンギとザンギ丼を販売しています。特製ダレに２日間漬け込んだ柔
らかいザンギ。注文から商品の提供までの時間も迅速なので「急いでるけどオ
イシイものが食べたい！」そんな時にもオススメです。

深川ザンギ丼　800円
これがオススメ！

特製ダレにご飯がよく絡み、食欲が増す！

▲店主の糸田さん

SENDOU道の駅店
テイクアウトができるお店

0164-26-3636
（道の駅総合案内）

☎

道の駅

(4月～10月)水曜日(11月～)月・水・金曜日定

深川市音江町字広里59番地7 道の駅ライスランドふかがわ北側出入口横住

（4月～10月）11：00～16：30（11月～）11：00～15：00営

詳しくはこちら▼

ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

・深川ザンギ丼･･････800円
・深川ザンギ ････････600円

ご来店

ご来店

テイクアウトご注文方法

テイクアウトお受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

深川ザンギ　600円
タレが良く染みたご飯にピッタリの
味！夜ごはんの一品にもピッタリ。

手まりお結びＴＥＭＡＲＩ

見て感動し、舌で味わう芸術おむすび
道の駅ライスランドふかがわに訪れたことのある方なら気になっていた方も多いはず。農産物直売所
の一角にTEMARIがあります。季節のオイシイ物を提供するため、お結びの内容は毎月変わります。
日替わりで毎日違う味が楽しめるお結びも。イラスト付きのお品書きも一緒に貰えるので、見て食べ
ての楽しみが広がります。お土産にもピッタリな手まりお結びは、木箱に入った特注の物も。
Instagramのダイレクトメールでの連絡も可能なので、是非ご予算の相談をしてみてくださいね。

手まりお結び9個詰め合わせ　1,090円
これがオススメ！

毎月異なるメニューが楽しめる。

080-1888-9683☎

道の駅

月・火曜日・祝日営業（振替休日あり）定

深川市音江町字広里59番地7 道の駅ライスランドふかがわエシル内住

10：00～16：00営

詳しくはこちら▼

ありP

手まりお結びTEMARI
テイクアウトができるお店

選んでスグに
お持ち帰りOK！

・手まりお結び9個詰め合わせ
･･･････････････････1,090円

・手まり4種(ショーケース上段)
････････････････････500円

・手まり4種(ショーケース下段)
････････････････････500円

・手まりおはぎ4個(土日限定)
････････････････････600円

・フルーツ酢ジュース･･400円～

・手まりお結び7個詰め合わせと
箸やすめ２種･････････890円

ご来店・お電話または
Instagramのダイレクトメールでも

受け付けています。

ご来店

テイクアウトご注文方法

テイクアウトお受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

テ
イ
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ト(
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4140

おにぎり屋かっぽうぎ

大きなおにぎりがドライブのお供になります♪
道の駅ライスランドふかがわ内にあるテイクアウトのおにぎり屋さん。一つ一つ丁寧に握ったおにぎりの
種類が豊富で、常時様々なメニューが並びます。お弁当も販売しており、テイクアウトしてお家で食べる
のも、ドライブのお供にするのもオススメ。

おにぎり　220円～380円
これがオススメ！

美味しさ抜群！ボリューム満点！ジャンボにぎり！
毎日種類豊富な具材を取り揃えております。

おにぎり屋かっぽうぎ
テイクアウトができるお店

0164-25-1661☎

道の駅

深川市音江町字広里59番地7 道の駅ライスランドふかがわ内住

（6月～9月）9：00～19：00（4月・5月・10月）9：00～18：00（11月～3月）9：00～17：00営

詳しくはこちら▼

12月31日～1月2日定 ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

・深川鶏めし　･････････770円
・おにぎり･･･220円～380円

ご来店または配達いたします。
(配達は月曜日～金曜日の平日のみ。
1,500円以上購入で配達いたします。)

ご来店またはお電話
（注文は前日15時まで）

テイクアウトご注文方法

テイクアウトお受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

19

深川鶏めし　770円 駅弁1番人気！

スイーツ＆カフェ F-CLUB

食べるのがもったいないけどオイシイ！
道の駅ライスランドふかがわ内にあるテイクアウトのスイーツコーナー。大人の手のひらサイズの大
きなこめッち焼きは深川産の米粉を使用した生地で、もっちりフワフワの人気商品。こめッち焼き、
こめッち最中、米粉シフォンなど10個以上お好きな組み合わせをご購入で配達も行っています。詳し
いメニューは二次元コードからご覧ください。お家でオイシイおやつを召し上がってください♪

こめッち焼き（あずき）　220円
これがオススメ！

深川産の米粉が入ってもっちり！！

来店時に購入できる有機
認定のフワフワソフトクリ
ーム。可愛い見た目で写
真映えも♪

0164-25-1661☎
深川市音江町字広里59番地7 道の駅ライスランドふかがわ内住 （6月～9月）9：00～19：00、営

（4月・5月・10月）9：00～18：00、（11月～3月）9：00～17：00

詳しくはこちら▼

12月31日～1月2日定 ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

※この他、季節商品や米粉シフォン
（1,080円）など商品多数！

ご来店またはお電話。
（注文数が多い場合は事前のご予約を

お願いいたします。）

ご来店または配達いたします。
（10個以上ご注文のお客様は

9：30～16：00まで配達可能です。）
※配達希望の方は事前に
ご連絡ください。

テイクアウトご注文方法

テイクアウトお受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

道の駅
 F-CLUB
スイーツ＆カフェ
テイクアウトができるお店20

▪あずき ▪白手亡 ▪うぐいす 
▪カスタード ▪チョコレート

・こめッち焼き･･･各220円～

宇野牧場
ソフトクリーム　400円

テ
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株式会社高橋商事（ウロコダンゴ本舗）

誕生から100年を超える深川自慢の味
深川市民ならば知らない人はいないほど歴史ある人気の商品『ウロコダンゴ』。今
や市内スーパーなどでも購入できるウロコダンゴですが、出来立てが購入できるの
はここウロコダンゴ本舗のみ。そのまま食べても・焼いて食べてもオイシイウロコ
ダンゴには深川産の米粉が使用されています。その他、『ウロコダンゴ羊羹』や可
愛いサイズの『み～まん』などの商品の同時購入もオススメ。道の駅ライスランドふ
かがわ、JR深川駅構内物産館でも購入できます。　　　　　

ウロコダンゴ（生9個入り）　690円
これがオススメ！

深川市民なら知らない人はいない深川の特産品！

▲社長の高橋さん

0164-23-2660☎
無休定

深川市5条8番5号住 8：00～17：00営

詳しくはこちら▼

ありP

スイーツ
21

（ウロコダンゴ本舗）
株式会社高橋商事
テイクアウトができるお店

ご来店

テイクアウト
ご注文方法

ご来店

テイクアウト
お受取方法

どら焼き（つぶあん）　　    220円
希少種しゅまり小豆を使用したつぶあ
んが存分に味わえる。

ウロコダンゴ羊羹（全3種）各325円
米粉を使用したもちっと食感の羊羹。
スティック状なのでそのままでも食べ
やすい。

21

3 4
※掲載商品は時期によって欠品の場合や価格が変更される場合があるのでご了承願います。掲載商品価格は2022年9月1日現在のものです。

北海道産有機牛乳を使用したバニラ
ビーンズたっぷりのとろけるプリン。

道の駅ライスランドふかがわや
店舗にて販売。

購入
場所

深川産りんごとふわふわのチーズ生
地の相性がバツグンの絶品タルト。

店舗にて販売。購入
場所

サクっとした食感が楽しい食パ
ンのラスク。人気の商品です。
サクっとした食感が楽しい食パ
ンのラスク。人気の商品です。

深川産米粉を使用し
た、しっとり濃厚な
ブラウニー。

深川産米粉を使用し
た、しっとり濃厚な
ブラウニー。

レーズンをたっぷり練り込
んだ贅沢なクッキーです。
レーズンをたっぷり練り込
んだ贅沢なクッキーです。

プレーンとココアの2種類が
入った可愛いマドレーヌ。
プレーンとココアの2種類が
入った可愛いマドレーヌ。

深川産黒米のラスク。黒米の風
味が味わえます。
深川産黒米のラスク。黒米の風
味が味わえます。

店舗にて販売購入
場所

道の駅ライスランドふかがわ、JR深川駅
内物産館、店舗にて販売。

購入
場所

ふかがわのオイシイお土産紹介

レストランコリーナ（26P）

アップルチーズタルト1,400円

タンタアンナ（49P）

ラスク310円
タンタアンナ（49P）

ラスク310円

こめカフェBeco（32P）

米粉のブラウニー
280円

こめカフェBeco（32P）

米粉のブラウニー
280円

’’

オールレーズン
250円
オールレーズン
250円

マドレーヌ4個入り
550円
マドレーヌ4個入り
550円

深川黒米ラスク320円深川黒米ラスク320円

このガイドブックで紹介したお店のオイシイお土産をご紹介。
PART1はスイーツ特集です！

洋菓子工房北いち輪（47P）

しあわせのびんづめ330円

PART1
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お菓子のほんだ 深川店

『りんごのお菓子が欲しいな』と
思ったらいらっしゃいませ
本町通りを旭川方面へ真っ直ぐ向かってください。可愛いりんごが目印のほんだの
看板が見えてきます。平成15年に開店し、店内で購入したケーキを食べられるお店
として深川市民の憩いの場となっています。お菓子やケーキの種類も豊富なので、
本来買う予定だったスイーツとは別に自分用を購入したくなってしまうことも。同店
のオススメはやはり有名なアップルパイ。一口噛むだけで幸せの香りが広がります。

焼きたてアップルパイ　460円
これがオススメ！

お菓子のほんだと言えば、やはりコチラの一品。

▲店長の新井さん

0164-23-3456☎
1月1日定

深川市3条16番住 10：00～18：00営

詳しくはこちら▼

ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

テイクアウトができるお店
スイーツ お菓子のほんだ 深川店
22

北海道産苺のいちご畑ショート　540円
背についたチョコレートが良いアクセント。

シューロール ▪生クリーム　280円
▪ギリシャヨーグルト▪カフェラテ
▪チョコ　各290円
冷凍で一本売り商品もあります。

道
の
駅
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
ス
イ
ー
ツ
・
パ
ン

ギリシャヨーグルト専門店Ｆ-エフ-

0164-26-3200☎
水・木曜日定

深川市音江町字音江777番地住 10：00～17：00営

テイクアウト
ご注文フォーム▼

深川観光協会
紹介ページ▼

ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

スイーツ
Ｆ-エフ-
ギリシャヨーグルト専門店
テイクアウトができるお店

『オイシイ』と『からだにいい』をお持ち帰りしましょう

Fサンド(照り焼きチキン)　1,080円
これがオススメ！

こちらのテイクアウトのご注文は公式HPでも受付しています！

▲店長の斉藤さん

イルムの丘の風景を見ながらのゆったりとした時間はFでしか味わえない贅沢。週
末になると多くのお客様がいらっしゃいますが、Fでは敷物の貸出もしているので、
イートインでも密を気にすることなく、安心してお食事を楽しめます。事前予約もで
きるFサンドはテイクアウト可能なので、ドライブがてらイルムの丘に行ってFサンド
と一緒に当店評判の飲むヨーグルトを片手にピクニックなんていかがでしょうか？

※当日ご予約のお客様は、お電話に
　てお問い合わせください。
※3営業日以内に当店より予約完了、
　もしくは日程調整のご連絡を差し
　上げます。予約完了の連絡があるま
　では、正式なご予約とはなりません
　のでご注意ください。

※その他、テイクアウト商品多数ございま
　す。二次元コードからご覧ください。

◆お電話またはHPからの予約可能商品

ご来店またはお電話、もしくは
ＨＰ専用予約フォームにて受付。

テイクアウトご注文方法

ご来店
テイクアウトお受取方法

テイクアウトメニュー
Take Out Menu

・Fサンド-照り焼きポーク
ヴィネグレットソース-･･1,080円
・Fサンド-照り焼きチキン 
ロメスコソース-･･･1,080円
・Fサンド-チキンカレー 
ロメスコソース-･･･1,080円

テ
イ
ク
ア
ウ
ト(

道
の
駅
・
ス
イ
ー
ツ
・
パ
ン
・
弁
当
）
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ケーキの店 ボーダ

地元で愛される黒米スイーツの元祖
『深川で買ってきたとすぐ分かるお土産が欲しい！』『深川の素材を使ったスイー
ツが食べたい！』そんなお客様にピッタリなお店です。「深川ポテト美人」「深川か
らまいりました」など、地元ゆかりのユニークな名前のお菓子がズラリ。深川産の
黒米を使用した黒米シャリシャリシフォン、黒米サクサクサブレ、むらさきロール、
黒米のカステラ・クンネ：アマムなどの、有名お菓子が多く販売されています。

クンネ：アマム　1,000円
これがオススメ！

黒米粉をふんだんに使用し甘みを抑えた
ちょっとリッチなバターカステラ。

▲店主の佐藤さん

0164-22-4560☎
火曜日（祝日の場合は翌日休み）定

深川市4条3番1号住 10：00～18：00営

詳しくはこちら▼

ありP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

スイーツ
24

ケーキの店 ボーダ
テイクアウトができるお店

｢似顔絵ケーキ」ご相談ください。
パティシエの心のこもった似顔絵ケー
キは記念日などに大人気。

黒米シャリシャリシフォン　    130円
その名の通り、自家製紛した粗めの黒米
粉が生むシャリっとした食感が楽しい。

洋菓子工房 北いち輪

手焼きバウムクーヘンを買うならコチラ！

バウムクーヘン　1,750円
これがオススメ！

しっとりと、口の中でラムが香るバウムクーヘンは
遠方から訪れるお客様もいる程の大人気商品。

▲店主の佐藤さん

洋菓子工房 北いち輪
テイクアウトができるお店

0164-22-3900☎
日・月曜日定

深川市2条8番24号住 10：00～18：00営

詳しくはこちら▼

ありP

JR深川駅を背に駅前ローソンさんを目印に進みます。交差点を渡らずに右に
進むと木の温かみを感じる外観の素敵なお店に到着します。平成２４年開業
の北いち輪。手間暇かけて作られたバウムクーヘンが大変人気で、お土産に
購入する方はもちろん、自分へのご褒美として購入する方も。バウムクーヘン
やもちもちとした新食感のケーキ『北のバターもち』が大変有名ですが、
ショーケースの中を彩るケーキ達にも是非注目してみてください。

選んでスグに
お持ち帰りOK！

スイーツ

北のバターもち 黒米　240円
しっとり、もちっとした食感。

バウムデコ　
3,800円

人気のバウムクーヘンを華やかにデコ
レーション！

テ
イ
ク
ア
ウ
ト(

道
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bakery&cafeあめのち晴

パンの種類が豊富なので、ついつい買いすぎちゃいますよ

あめのち晴オリジナルパン大集合　172円～
（各種値段が違います）

これがオススメ！

種類豊富なパンが店舗では選び放題♪

▲店員の山本さん

0164-34-6656☎
月曜日定

深川市4条3番7号住 7：30～18：00営

詳しくはこちら▼

ありP

令和4年2月26日にオープンしたbakery&cafeあめのち晴。『暗い雨の日もいつかは晴
れるから、コロナの収束を待つ間、自宅で美味しいパンを食べながら幸せな気持ちに
なって』店名にはそんな素敵な思いが込められています。店内には食パンや菓子パン・
総菜パンなどのパンだけではなく、ドリンクの種類も豊富。柔らか食感のパンが多く、
お年寄りや小さなお子様にも人気です。定期配送も行っており、オンラインストアでの
パンの購入も可能。道の駅ライスランドふかがわやJR深川駅構内の物産館でも購入で
きます。

選んでスグに
お持ち帰りOK！

パン

ご来店テイクアウト
ご注文方法

ご来店
（定期配送も
行っています）

テイクアウト
お受取方法

マラサダ　 220円～（各種値段が違います）
ふわふわ食感のドーナツで中にクリー
ムが入っている物など種類も豊富♪

ダッチバーガー　 324円
大人気の総菜パン。ランチ用にGET
希望の方はお早目の来店がオススメ。

26
あめのち晴
bakery&cafe
テイクアウトができるお店

BakeryCafe タンタアンナ

バラエティー豊かなパンがお出迎え
道産の小麦粉を使用し、ふんわり柔らかいパンから噛みごたえのあるパン
まで様々な味が楽しめます。オススメは人気の塩パン。こちらの商品は塩パ
ン、深川産の黒米を使用した黒米塩パン、そしてチーズ塩パンの3種類。外
がカリッと中はふんわり。塩パン好きには是非食べていただきたい逸品で
す。『今日はちょっと食欲がない…』そんな日も同店の良い香りを嗅ぐとつ
いつい食べたくなってしまいますよ。

黒米塩パン　140円
これがオススメ！

香ばしい風味ともちっとした弾力を楽しめる。

タンタアンナ
BakeryCafe
テイクアウトができるお店

0164-22-6160☎

パ ン

火曜日（不定休あり）定

深川市2条9番43号住 9：00～18：00営

詳しくはこちら▼

なしP

選んでスグに
お持ち帰りOK！

27

黒糖パン　180円
ずっしりとしているのに食べると
口当たり軽やかな甘さ。

ベーコンフランス　 280円
ピリッと効いた黒コショウとマヨ
ネーズがマッチング！

テ
イ
ク
ア
ウ
ト（
道
の
駅
・
ス
イ
ー
ツ
・
パ
ン
・
弁
当
）

4948



日の丸亭 深川店

フッと食べたくなる作りたてのあったか弁当
注文を受けてから作る当店のお弁当はいつでも出来立てあったか。全国チェーンの日の丸亭ですが、店
舗ごとに味付けが少しずつ違っている点も大きな特徴で、中でも深川店の『唐揚げ弁当』は市外からも買
いに来る人がいるほどの大人気メニューです。お弁当やオードブルの他、折詰等を要望に応じて作ってく
れます。（ご予約メニューは3日前までにご予約ください）

唐揚げ盛り合わせ（3人盛） 1,320円
これがオススメ！

ボリューム満点でこのお値段！

0164-22-5231☎
深川市4条3番5号住 7:30～19:00営

詳しくはこちら▼

不定休定 なしP

弁当 日の丸亭 深川店
テイクアウトができるお店28

ご来店または
お電話

テイクアウト
ご注文方法

ご来店
（ご注文内容により
配達できる
場合もあります）

テイクアウト
お受取方法

唐揚げ弁当　 　　　　　   580円
不動の人気No.1！

幕ノ内弁当（松）　　　　   850円
おかずが沢山入った老若男女問わず
人気のお弁当です。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アスパラガス
キュウリ
トマト・ミニトマト
サクランボ
カボチャ
長いも
ゴボウ
りんご
ゆり根

え
し
る
で
買
え
る
、産
地
直
送
！

野
菜
・
果
物
カ
レ
ン
ダ
ー

道の駅ライスランドふかがわでは、深川産の旬野菜
以外にも農産物の加工品を販売。レトルトカレーか
ら米粉を使ったお菓子、炊き込みご飯など、いずれ
も地元ならではのうまみを引き出した魅力的な商品
ばかりだ。

で買える！

人気の道の駅直送
深川ラーメン（塩）

有限会社食創造さんだかん
深川市6条20-8 ☎0164-22-2177

北海道小麦と深川
産米粉の強腰麺が
特徴。もちもちとし
た麺と塩味がベス
トマッチ。

人気の道の駅直送
深川ラーメン（醤油）

有限会社食創造さんだかん
深川市6条20-8 ☎0164-22-2177

北海道小麦と深川
産米粉の強腰麺が
特徴。魚介ベースの
醤油がコクと深み
を与える。

道の駅ライスランドふかがわ

ふっくら香る炊き込みごはん

きたそらち農業協同組合（音江特産品研究グループ）
深川市広里町1丁目3-6 ☎0164-26-0137

深川産ふっくりん
このブレンド米を
使用。電子レンジで
生米から炊き上げ
る。

炒め玉ねぎ屋さんが作った
深川牛ビーフカレー

北空知食品株式会社
深川市広里町5丁目2-54
☎0164-25-2710

北海道産玉ねぎと北海
道深川産牛肉＆りんご使
用。ゴロっと入った牛肉
が感動的。

炒め玉ねぎのコクと旨み
深川そばの実カレー

北空知食品株式会社
深川市広里町5丁目2-54
☎0164-25-2710

深川産そばの実と玉ねぎ、
香味野菜、6種の豆と5種
の穀米が入ったキーマ風
カレー。

母さんの手づくり三升漬け
きらら三昧

きたそらち農業協同組合（音江特産品研究グループ）
深川市広里町1丁目3-6 ☎0164-26-0137

深川産米の米麹を
使用した手づくり
の三升漬け。「中
辛」と「辛」の2種類
がある。

深川産黒にんにく

大粒の甘みがある深川産
黒ニンニク。香りも良くその
まま食べることもできる。

えしるのぴくるす【ごぼう】

JAきたそらち
農産物直売所eciR
深川市音江町字広里59-7 
☎0164-25-1616

JAきたそらち
農産物直売所eciR
深川市音江町字広里59-7 
☎0164-25-1616

深川産ゴボウをほど良い酸
味のピクルスに。シャキシャキ
した食感がクセになる。

米粉のきなこねじり

JAきたそらち
農産物直売所eciR
深川市音江町字広里59-7 
☎0164-25-1616

深川産ゆめぴりかを使用。
優しい甘さが特徴で、昔な
がらの味わいが楽しめる。

昆布だしみそ メムの里ふかがわ

JAきたそらち営農センター
女性部深川支部加工部
深川市開西町1丁目6-1
☎0164-26-0137

深川市産の米と大豆を使用
した昆布だし味噌。ホッと心
が落ち着く懐かしい味わい。

とまとジュース（無塩）

自然農園ワッカ
☎0164-34-6318

トマト以外の添加物は一
切使用していない、すっ
きりとした甘みが特徴の
トマトジュース。140mlと
500mlの2種類を販売。

米 野ばそ 菜

各商品のお求めはこちらまで

…物産コーナーにて販売
…レストランにて販売

…JA・物産コーナーにて販売
…JAコーナーにて販売

5150
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店舗にて販売。購入
場所

ムッシュSANDAKAN（66ｐ）、道の駅ライスランド
ふかがわ２階 味しるべ駅逓（54ｐ）にて販売。

購入
場所

店舗にて販売。購入の際は
事前に問合せを。

購入
場所

クリームチーズの様な味わいなので料理の
素材としてもオススメ。

店舗にて販売。購入
場所

ふかがわのオイシイお土産紹介

元祖旭川らーめん一蔵深川店（34P）

らーめん（4食入り）1,404円

ギリシャヨーグルト専門店Ｆ-エフ-（45ｐ）

Fギリシャヨーグルト（1,200g）
2,800円

このガイドブックで紹介したお店のオイシイお土産をご紹介。
PART2はグルメ特集＆プラス1です！

※掲載商品は時期によって欠品の場合や価格が変更される場合があるのでご了承願います。掲載商品価格は2022年9月1日現在のものです。

ふかがわらぁめん道場極（70P）

とろとろチャーシュー
（２枚入り）580円

チキンじゅーしぃ
648円

さんだかん燻製工房

ラー油
チャーシュー
600円

「北のハイグレード食品
2021」選定商品。肉汁
がたっぷりで驚きのジュ
ーシーさが味わえます。

粗挽きフランク
（店頭販売価格）
1,296円
北海道産の豚肉を使用し
塩・国産天然蜂蜜・香辛
料のみで作った食べ応え
のあるフランク。

同店自慢のとろとろチ
ャーシューが自宅で食
べられます！

甘辛なチャーシュー
がクセになる！ご飯
やお酒のお供に。

本場旭川のこだわりの味を忠実に
再現、家庭で手軽に味わえます。

PART2

呑み処 田楽福

お酒が大好きな方は是非行ってみて！
お酒好きな方は必見。鳥料理や地酒・ビールが美味しくて有名なお店です。常
時4種類のクラフトビールがあり、お酒に合う店主こだわりのお料理を提供し
てくれます。パーテーションも完備されており、感染症対策もばっちり。イート
インは勿論、手羽先はテイクアウトも可能です（前日までにご連絡ください）。
イートイン時もテイクアウト時も必ずお電話でのご予約をお願いいたします。

宴会料理　 2,500円～
（お酒・ドリンク類は別途料金がかかります）

これがオススメ！

希望も取り入れて店主が作ってくれる宴会料理は誰もが
満足する内容ばかり。是非お電話にてご相談を。

0164-34-6255☎
深川市3条14番4号住 17：30～23：00

※イートイン・テイクアウト共に事前予約必須

営

詳しくはこちら▼

日曜日定 ありP

居酒屋 呑み処 田楽福
イートインでオススメのお店29

▲店主の田畑さん

お電話
※前日までに
ご予約ください。

ご来店

テイクアウト
ご注文方法

テイクアウト
お受取方法

手羽先（５本）　　　　　  660円
甘辛ダレが絡んだカリっと揚がった手
羽先。リピート必須です。

ラム（野菜付き）（1人前）   900円
臭みがなく柔らかいラム肉は幸せを運
ぶ味。ビールと共にどうぞ！
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イートインメニュー
Eat In Menu

・山菜きのこ釜飯････････････980円

・鶏釜飯　･･････････････････1,100円
・タコ釜飯･････････････････1,200円

・帆立釜飯　････････････････1,320円
・豚角煮釜飯･･････････････1,380円
・蟹釜飯 ･･････････････････1,400円

・蟹三昧釜飯･･････････････1,800円

・山海釜飯････････････････1,500円

◆釜飯(一人前一合炊き、味噌汁、温泉玉子、漬物付)

・豚骨味噌ラーメン･･････････880円
・かき揚げうどん ････････････820円
・塩ラーメン･････････････････770円

・豚骨醤油ラーメン･･････････770円

◆深川ラーメン・うどん

◆自家製カレー
・カレーライス･･･････････････770円

・カツカレー ････････････････990円
（石焼カレーご希望のお客様は自家製カ
レー料金に＋100円）

※内容が変わることもあります。
　ご了承ください。

※ラーメン、パスタ、うどんは深川産米粉使用。

・ソーセージカレー･･････････880円

◆深川パスタ
・カルボナーラ ･･････････････930円
・ボロネーゼ ････････････････900円

・ソフトドリンク(種類変動)･･･各110円
・ホット珈琲・アイス珈琲･････各150円

◆釜炊き銀しゃり
       (一合炊き白米、味噌汁、温泉玉子、漬物、一品付)

・養生ご膳･･････････････････990円
・焼き魚ご膳････････････････990円

・ハンバーグカレー･･････････880円

味しるべ 駅逓

注文が入ってから炊き上げる極上の釜飯が名物
道の駅ライスランドふかがわの２階にあるレストラン駅逓では、釜で炊き上げた深
川市のオイシイお米が食べられることで有名です。「おぼろづき」と「ななつぼし」
を釜飯用にブレンドしています。種類豊富な人気釜飯や自家製のカレーなどを求め
て多くのお客様がいらっしゃるので平日でもお昼の時間帯は混みあいます。少し早
めのご来店がオススメ。

山海釜飯　1,500円
これがオススメ！

蟹のほぐし身、帆立、タコ、山菜入りの満足釜飯。

▲店長の一戸さん

鶏釜飯　1,100円
道産鶏を使用した人気の釜飯。

カツカレー　 990円
道産豚を使用した自家製カレー。

味しるべ 駅逓
イートインでオススメのお店

0164-25-2555☎

和 食

12月31日から1月2日定

深川市音江町字広里59番地7（道の駅ライスランドふかがわ2階）住

6月～9月11：00～21：00（LO20：00）
4月・5月・10月～3月11:00～19：00（LO18：30）、営

詳しくはこちら▼

ありP
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････････････････････････････150円

･････････880円

･････････････1,150円

･･････････････580円

とんでん茶屋
和風レストラン
イートインでオススメのお店

※この他、飲み物や麺類など多数メニューがご
　ざいます。詳しいメニューは二次元コードか
　らご覧ください。

定食、丼ものはプラス100円で、み
そ汁をミニそばに変えることがで
きます（ご来店のお客様のみ冷た
いそばにも変えられます）。

◆お土産そば

・深川そばめし(深川産米、そばの実使用)

・深川そばめし定食

・深川産ながいもの天ぷらそば
   （冷たいとろろそばに変えられます)
　<セット内容>
　▪豚肉と玉ねぎの串揚げ
　▪深川産じゃがいもフライ
　▪そば茶(ご来店のお客様のみ)
・ごまそば弁当

・お子様ランチ　　　　　　　

・生そば 2人前(タレ付き)

・ゆでめん 1人前

・とんかつ定食

・生姜焼定食

・エビフライ定食

・天ぷら定食

・海老天ぷら定食

・かつ丼

・えび丼

・天丼

・親子丼

・玉子丼

・肉丼

・エビカレー

・カツカレー

・ビーフカレー

・ライス、おにぎり（梅、かつお、鮭）

･･･800円

････････････500円

･･･････････1,030円

･･････････････880円

･････････1,100円

･･･････････････950円

････････1,300円

･･･････････････････780円

･･･････････････････780円

･････････････････････850円

･･･････････････････630円

･･･････････････････580円

･････････････････････680円

･･･････････････880円

･･･････････････880円

･････････････580円

･･･各150円

イートインメニュー
Eat In Menu

和風レストラン とんでん茶屋

田園風景を見ながら味わうそばは絶品
深川の田園風景を眺めながらお食事が楽しめるのが、昭和56年に開店したとんで
ん茶屋です。農家の古民家風の内装で広い小上り席もあるのでお子様連れにも安
心してお食事していただけます。同店のそばは深川産のものを使用した自家製麺
で、かえし（タレ）も北海道産の昆布を使ったオリジナル。お土産そばも販売してい
るのでお食事の際に是非聞いてみてくださいね。

深川野菜味噌だれ丼　980円
これがオススメ！

自家製の味噌だれが絡む何度も食べたくなる味。

▲店主の水谷さん

ごまそば弁当　1,150円
蕎麦もおかずも味わえる欲張りな一品。

お土産そば（生そば）　2人前タレ付き800円
お家でもとんでん茶屋の味が楽しめる。

0164-22-6565☎

和 食

深川市一已町字西共成住 11：00～15：30（LO15：00） 営

詳しくはこちら▼

不定休定 ありP
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ふじ屋
和風れすとらん

和風れすとらん ふじ屋

誰もが好きになる和風料理のお店
親切・丁寧な接客、ゆっくりと食事が楽しめるとあってファンがとても多く、何度も足を
運びたくなると有名なお店です。週ごとに変わるランチも人気。お祝い事や御法要、その
他様々なお集りの会食、そしてご家族とのお食事に旬の味をお楽しみいただけます。是
非お問合せください。

角煮定食　1,300円
これがオススメ！

人気の角煮はお持帰りも可能。(750円)

▲チーフマネージャー
　の宮岸さん

深川そばめしセット　980円
深川の名物『深川そばめし』が同店で
も食べられます。

今週のランチ　 900円
週替わりのオススメランチ。ドリンク
もセットでお得です。

0164-23-2107☎

和 食

月・日（貸切により不定休あり）定

深川市2条10番1号住 11：00～14：00※ご来店前にお電話ください営

詳しくはこちら▼

ありP

●今週のランチ 各種類
※メニューは変更されることがありますので、
　詳しくはお問い合わせください
※当店は、「深川産ふっくりんこ」を使用しています。

･･････900円 ●深川そばめしセット
▪6・4そば 深川産そば粉使用
▪そばの実入りおにぎり(バター醤油味・
　そばつゆ味)

▪飛竜頭あんかけ お豆腐をつぶした
　中に、野菜を入れて揚げたものです。

▪トッピング (ねばり長芋・鶏そぼろ
　・ゆり根チップス)

▪大根サラダ (ドレッシング・そばフ
　レーク)

▪そば茶
･････････････････････････････980円

・カツカレー

・ポークカレー

・ハヤシライス

･･･････････････1,200円

･･････････････930円

･･････････････980円

◆洋食（野菜サラダ付き）
・かけ（そば・うどん）

・かしわ（そば・うどん）

・海老天ぷら（そば・うどん）

温 ･･･････650円

･････850円

･･1,100円

・ざる（そば・うどん）

・海老天ぷら（そば・うどん）

冷 ･･･････750円

･･1,100円

◆麺　そば・うどん（深川産そば粉）

・和風サーロインステーキ御膳（200g）

(ごはん・味噌汁・香物・野菜サラダ付き)

・定食御膳

(ごはん・味噌汁・茶碗蒸し付き)

▪天ぷら ▪とんかつ ▪海老フライ
▪牛生姜焼き ▪ハンバーグ(和風ソ
　ース・デミグラスソース)
････････････････････････各1,200円

････････････････････････････1,950円

◆定食御膳

イートインメニュー
Eat In Menu

※その他麺類、一品料理など多数メニューござ
　います。詳しいメニューは二次元コードから
　ご覧ください。
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・牛サガリ（葉ワサビ付）･･･1,060円

・牛タン ････････････････････960円

・牛タン（シラガネギ付）･･･1,060円

・タンモト･･･････････････････700円

・ガツ･･･････････････････････450円 ・ヒゾウ･････････････････････400円

・豚サガリ･･････････････････650円

・鳥せせり･･････････････････500円

・やわらかホルモン･･････････550円

・ポーク100％ソーセージ････500円

・タマネギ･･･････････････････250円

・味噌ホルモン･･････････････550円

・シイタケ･･･････････････････300円

◆サイドメニュー

・キムチ･････････････････････350円

・チャンジャ･････････････････380円

・どんでんポテトサラダ･･･････380円

・胡瓜のごま酢和え･･････････380円

・チョレギサラダ････････････480円

・オモニの玉子ご飯 ･････････350円

・ライス ･････････････････････150円

・ライス大盛 ････････････････200円

◆ホルモン

イートインメニュー
Eat In Menu

これがオススメ！

炭火で焼く絶品焼肉！

どんでんがえし
炭火焼ホルモン

炭火焼ホルモンどんでんがえし

絶品柔らかホルモン食べるならこのお店
JR深川駅から徒歩約６分の場所にある当店は、広々としたテーブル席とおひとり様に
もオススメなカウンター席があります。当店自慢のお肉はどれもが再度注文したくなる
程絶品で、店主オススメの一品料理も是非一度ご賞味いただきたいメニューばかり。炭
火で焼くスタイルで、どのお肉も柔らかくタレとの相性も抜群。明るい店主さんとの会
話を楽しみながらカウンターで一人焼肉もオススメ。土日祝日の日中は、道の駅ライス
ランドふかがわなどで『炭火焼鳥どんでんがえし』としてホクホクの焼鳥を販売すること
も。当店Instagramも開設していますのでチェックしてみてくださいね。

イートインでオススメのお店

0164-23-0810☎

焼 肉

不定休定

深川市4条11番34号住 17：30～23：00営

詳しくはこちら▼

ありP

焼鳥　  　　　　　　　　  150円
道の駅等で不定期販売。看板を見つけ
たら即購入です！

（右上から）タンモト・ガツ・ヒゾウ
タンモト700円・ガツ450円・ヒゾウ400円
開店当初からある人気メニュー。当店
に来たらまずこれを食すべし！
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ご覧ください。
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・豚ホルモン････････････････350円
・豚バラ ････････････････････500円
・豚ロース･･･････････････････600円
・トントロ ･･･････････････････600円
・とりもも･･･････････････････450円

・ラムロール ････････････････650円
・ネック･･･500円（入らない時もあります）
・イチボ･･･700円（入らない時もあります）
・カイノミ･･･800円（入らない時もあります）

・とりもも（ハーブオリーブ漬け）
･･･････････････････････････500円

・さがり･････････････････････850円
・リブロース･････････････････950円
・牛タン･･･････････････････1,000円
・牛タン（厚切り）･･････････1,500円

・和牛中落カルビ････････････800円

・牛ホルモン････････････････550円

・和牛カルビ ･･････････････1,500円
  (前日までのご予約)

◆麺類メニュー
　(昼と夜お召し上がりいただけます)

・醤油ラーメン ･･････････････700円
・塩ラーメン･････････････････700円
・味噌ラーメン･･･････････････850円
・ざるラーメン･･･････････････600円
・ラーメントッピング

▪ゆで玉子80円 ▪生たまご50円
▪やさい200円 ▪チャーシュー300円
・肉うどん･･･････････････････800円
・きつねうどん･･･････････････700円
・たぬきうどん･･･････････････650円
・月見うどん･････････････････650円
・鍋焼きうどん ･･････････････850円

・生姜焼き定食 ･････････････800円
・日替わり定食 ･･････････････750円

◆ランチ（11：30～13：30）

◆焼肉メニュー

・ホルモンセット
（豚ホルモン・サガリガツ・ひぞう）
･･････････････････････････1,000円

イートインメニュー
Eat In Menu

和牛カルビ　1,500円、リブロース　950円
トントロ 600円、ラムロール　650円

これがオススメ！

店主オススメのお肉を特製ダレとオススメのお塩で。 ※鍋もできます（前日までにご予約ください）

焼肉ふかがわ

みとせ醤油を使用した秘伝のタレを
是非ご賞味あれ！
手作りの内装で温かい雰囲気の店内。ニコニコと明るい店主が優しく迎え入れてく
れます。思わず「オイシイ！」と言葉に出して言ってしまうほどお肉と合う秘伝のタ
レで味わう焼肉は是非イートインで。感染症対策バッチリですので安心してお食事
できます。焼肉屋ですがラーメンもオイシイ！と大変人気です。▲店主の遠藤さん

焼肉ふかがわ
イートインでオススメのお店

0164-23-2029☎

焼 肉

月曜日定

深川市あけぼの町9番9号住 11：30～13：30（LO13:00)営

17：00～21：00（焼肉は19：00までにご来店ください）

詳しくはこちら▼

ありP

生姜焼き定食(ランチのみ)　   800円
厚めの豚肉で食べ応えのある生姜焼きです。

ホルモンセット　      1,000円
噛めば噛むほどオイシイホルモンの盛り合わせ。

居
酒
屋
・
和
食
・
焼
肉（
イ
ー
ト
イ
ン
）
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イートインメニュー
Eat In Menu

・クラフトビール タップマルシェ
 （2種類）････････････････････750円

・クラフトビール「ハーフサイズ」
   タップマルシェ（2種類）　････400円

・サントリーオールフリー
 （ノンアルコール）330ml ･･･500円

※掲載しているカクテルは一部商品になります。
※テーブルチャージ料1,400円（サービス料金）。
※その他、種類豊富なオリジナルカクテル・ウイスキー類等メニューが多数ございます。詳しいメニュ
ーは二次元コードからご覧ください。

◆ビール

・雪国（ショート）････････････850円

・スレッジハンマー（ショート）･･850円

・バラライカ（ショート）･･････850円

・コスモポリタン（ショート）･･850円

・ゴッドマザー（ロング）･･････850円

・シー・ブリーズ（ロング）････850円

・ソルティドッグ（ロング）････850円

・ブラックルシアン（ロング）･･850円

・ホワイトルシアン（ロング）･･850円

・スクリュードライバー（ロング）･･850円

◆ウォッカベース

･･･････････各880円（数量限定）

･･･････各880円◆Godiva・cocktail
・ゴディバオンザロック
・ゴディバミルク
・ゴディバ・オレンジショコラ

･･･････各830円◆Mozart・cocktail
・チョコレート・ギムレット
・チョコレート・ダイキリ

◆white Godiva・cocktail

・ホワイトゴディバオンザロック
・ホワイトゴディバ・ミルク
・ホワイトゴディバ・オレンジショコラ

イートインでオススメのお店 洋
食
・
バ
ー（
イ
ー
ト
イ
ン
）

Senes bar 縁

一味違うカクテルが飲みたいときに行きたい
隠れ家的オシャレBar 
縁は平成28年開店。クラフトビールや深川産のりんごジュースを使用したカクテル
が味わえ、「今日はゆっくり飲みたい」そんなときにオススメしたいバーです。店内
は柔らかな間接照明で、女性が1人でもゆっくりとくつろげる空間を演出していま
す。出入り口には体温測定器やCO2濃度測定器などを設置しており、感染症対策
がバッチリのお店。安心してゆっくりとした時間をお楽しみいただけます。

深川産りんごのアップルフローズン 840円
これがオススメ！

りんごの風味をふんだんに感じられるカクテル。

▲店主の大西さん

モヒート　
850円
自家栽培のミン
トが香るオスス
メの一品。

ブルームーン　 850円
大人の女性にぴったり。

Senes bar 縁

0164-22-8839☎
日・月・祝日定

深川市3条9番8号三条プラザ1階住 19：00～24：00営

詳しくはこちら▼

なしP

バー
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ムッシュSANDAKAN

1983年創業、自家製ソーセージの有名店
深川市総合体育館すぐそばにあるSANDAKANは、自家製のソーセージやベー
コンなどを使用した料理や、深川産の釜炊き銀しゃりが味わえるお店です。自家
製のソーセージやベーコンは無添加で体に優しく、お食事後に購入して帰ること
も可能です。

さんだかんセット　1,300円
これがオススメ！

自家製ソーセージとベーコンを
釜炊き銀しゃりでお召し上がりください。

▲店長の飯田さん

マスター自慢のピラフ　990円
ガーリックピラフの上に自家製ソーセ
ージが乗った長年人気の一品。

パスタ・ド・サンダカン～牛肉のパスタ～
900円
パスタも人気で種類豊富。

ムッシュSANDAKAN

0164-22-7704☎

洋 食

月曜（ほか不定休の場合あり、要確認）定

深川市6条20番8号住 ランチタイム 11：00～15：00、ディナータイム 17：00～20：00営

詳しくはこちら▼

ありP

◆さんだかん自慢の釜飯 ◆Pasta

◆おすすめＭｅｎｕ

・明太子パスタ･･････････････900円
・ナポリターナ ･･････････････900円

・きのこチーズクリーム ･･････930円

・蟹釜飯････････････････････990円
・帆立釜飯･･････････････････990円
・山菜釜飯･･････････････････990円
・牛肉釜飯･･････････････････990円
・山海釜飯････････････････1,200円
・たらこバター釜飯 ････････1,100円
・帆立バター釜飯･･････････1,100円

・マスター自慢のピラフ

･･･････････････････････････990円

ガーリックピラフの上に自家製ソーセージ
（サラダ・スープ付）

・さんだかんセット

･････････････････････････1,300円

自家製ソーセージとベーコンを
釜炊き銀しゃりで（サラダ・スープ・珈琲）

・自家製ベーコンセット

･････････････････････････1,300円

厚切りベーコンを豪華に
（ライス・サラダ・スープ・珈琲）

・釜炊き銀しゃりと特大ヒレカツセット

･････････････････････････1,300円
（サラダ・スープ・珈琲）　

・パスタ・ド・サンダカン～牛肉のパスタ～

・ジャポネ～和風きのこパスタ～

・小海老と温野菜のトマトソース

･･･････････････････････････900円

･･･････････････････････････950円

･･･････････････････････････900円

釜飯は１合炊き（茶碗に軽く2杯分）
※大盛り不可
※味噌汁・漬物・温泉卵がセットです
※＋220円サラダセット
※＋220円コーヒーセット

※＋220円サラダセット
※＋220円コーヒーセット

※その他、一品料理や丼ものなどメニュー多数ございます。全メニューは二次元コードからご覧ください。

※テイクアウト承ります。

イートインでオススメのお店

イートインメニュー
Eat In Menu
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レストラン 空音

オイシイものが食べたくなった時、
必ず思い浮かぶレストラン
平成22年に開店してから深川市内にカジュアルフレンチの旋風を巻き起こし、
シェフの料理を味わった誰もが「また食べたい」とリピート来店するそんなお店
です。店内はブルーと白ですっきりとした内観で、感染症対策もしっかりしている
ので安心してご来店ください。キッズスペースもあるのでお子様連れのお客様に
もオススメ。シェフの気まぐれ前菜など最新の情報は同店のFacebookを要
チェック。公式LINEもあり、最新情報が受け取れてとても便利です。

ランチ-Cコース-　2,500円
これがオススメ！

スープ、前菜、自家製のパン、ハーフパスタ、メイン料理
（お魚料理orお肉料理）、コーヒーまたは紅茶、デザート。

▲店主の今泉さん

コールドストーンパフェ
コース料理のデザート＋300円で変更できます。

ジェラート4種類とデザートの盛り合わせ。

シェフの気まぐれ前菜
コースを頼むとシェフの気まぐれ前菜
が味わえる。

レストラン 空音

0164-25-2276☎

洋 食

水曜日・第１・第３火曜日定

深川市音江町字広里71番4住 ランチタイム11：30～14：30(LO13：30) 営

詳しくはこちら▼

ありP

①いろいろ魚介類と茄子とモッツアレラのトマトソース
②ぷりぷり海老といろいろ野菜の塩味ソース
③たっぷりベーコンとトウキビとキャベツの豆乳クリームソース
④仔羊のスペアリブの煮込みと深川産の長芋と黒米のリゾット

◆本日のパスタ・リゾット

・道産真鱈とホタテのオーブン焼き 醤油麹バターの香り
◆本日のメイン料理・お魚

・美瑛産もち豚ロースのグリル ニンニク風味のハチミツと醤油のソース
◆本日のメイン料理・お肉

パスタ・メイン料理は下記のメニューの中からお選びください。
スープ・前菜・デザートはシェフの気まぐれとなっています。

～単品パスタ～･･･････････1,200円　　～単品メイン～･･･････････1,600円

～Ａコース～････････1,800円　スープ・前菜・パスタ・デザート
～Ｂコース～････････2,200円　スープ・前菜・メイン料理・デザート
～Ｃコース～････････2,500円　スープ・前菜・パスタ・メイン料理・デザート
コースには自家製パン・コーヒーまたは紅茶がセットになります。

◆ランチコース

キッズスペースも完備しているのでお子様連れも安心。

※こちらのメニュー内容は2022年7
　月時点のメニューになります。メニ
　ューは変更することがあります。
※当店で使用しているお米は深川産
　「ななつぼし」です。
※ランチコースは数量限定ですので、
　なくなり次第終了となります。

※ランチ・ディナー共にご予約ください
　ますようお願い申し上げます。

イートインでオススメのお店

ディナータイム18:00～・19：30～(2回制)

イートインメニュー
Eat In Menu
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ふかがわらぁめん道場 極

化学調味料を使用しない
体に優しいラーメンが味わえる
開店と同時に混み合うほど人気の同店。店内改装を行い、感染症対策バッチリの
内装なので安心してご来店ください。ラーメンは可能な限り無化調で作るのがこだ
わりです。オススメは「鶏塩」。三段仕込みの鶏スープはあっさりとしていながらも
クセになる味わい。辛さの好みなどを聞いて作ってくれる「店主おまかせ」（時価）
も是非お試しあれ。

これがオススメ！

▲店主の増田さん

店主おまかせラーメン　時価　
メニューも金額も変更あります。画像
のラーメンは鯛塩ラーメンです。

イートインでオススメのお店

0164-25-2900☎
月曜日・第2・第4火曜日定

深川市音江町字広里681番11住 11：00～14：30 （LO14：30）、営

詳しくはこちら▼

ありP

◆めん類

◆トッピング

・とろとろチャーシュー140g ･･500円

・ラー油チャーシュー ････････600円
濃厚甘辛、店主オススメです

◆ドリンク

・麺大盛 ･･････････････････100円

・チャーシュー･･･････････････200円

・ライス･････････････････････100円

・ジュース類･････････････････100円

・缶ビール･･･････････････････300円

・鶏清湯　塩・醤油･････････800円

・煮干し　塩・醤油 ･････････750円

◆ご飯もの

・鶏白湯　塩・醤油 ･････････850円

・味噌・辛味噌 ･････････････900円

・鶏塩つけ麺（麺150g）･････800円

・濃厚つけ麺（麺225g）･････900円

・お子様ラーメン（ネギぬき）･･400円

・味噌・辛味噌角チャーシュー麺
･････････････････････････1,000円

・とろとろチャーシュー丼･････350円

・角チャーシュー丼･･････････400円

・ミニチャーシュー丼 ････････250円

38
ふかがわらぁめん道場 極

味噌　900円
濃厚な風味の味噌味が癖になる。

鶏醤油　800円
とろとろチャーシュー丼　350円
醤油ラーメンととろとろのチャーシュ
ー丼がベストマッチング。

イートインメニュー
Eat In Menu

ラーメン

17：30～20：30（LO20：30）スープがなくなり次第終了
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ブルーベリー

プルーン

果物狩りカレンダー ※入園料は農園により細かな料金設定があるので、詳しくは直接農園へお問い合わせください。

サクランボ

梅

ブルーベリー

プラム

プルーン・ブドウ

りんご

果物 7月 8月 9月 10月 入園料のめやす

子ども300円～、大人500円～

農園へ要問い合わせ

子ども300円～、大人500円～

子ども300円～、大人500円～

子ども300円～、大人500円～

くり 農園へ要問い合わせ

子ども300円～、大人500円～

時期

サクランボ

りんご
9～10月にかけて食べ頃を迎えるりんご。りん
ご狩りで採ったもぎたてのりんごをその場で頬
張れば、その味は格別！市内の数軒の果樹園で
りんご狩りを実施している。

　枝からもぎ取り、すぐに食べるりんごの味はや
はり一味違う。
　もぎたてだから新鮮でみずみずしいのは当たり
前だが、店頭に並んでいるものを購入して食べる
いつものりんごとはおいしさが格段に違う、とい
う声も聞かれるほど。
　その秘密は熟度にあるらしい。出荷用のりんご
は店頭に並ぶまでの時間を考慮して熟する前に収
穫されるが、りんご狩りで食べるりんごは木になっ
ている状態で
熟しているの
で、りんごが持
つ本来の風味
そのものが楽
しめるのだ。

「フルーツ王国」深川で

　深川でフルーツを堪能するなら、何といっても
果物狩りがいちばん！市内には20を超える果樹
園があり、ほとんどの農園でサクランボ狩りが可
能なほか、季節によってりんごやブルーベリー、
プルーンなどさまざまな種類の果物狩りが楽し
める。
　自然と触れ合いながら、その場で取って食べ
るフルーツの味はやっぱり最高！観光案内所で
旬の果物情報を入手して、深川自慢の季節の
味を堪能しよう。

もぎたてのりんごは
いつもと違う!??

果樹園情報なら観光案内所へ 料金について

道の駅ライスランドふかがわ総合案内／☎0164-26-3636
深川観光案内所（JR深川駅舎内）／☎0164-34-5581

果物狩りを楽しみたいなら、まずは下記の市内の観光案内所を訪れる
のがおすすめ。果樹園案内のパンフレット等が入手できるほか、その時
の旬の果物やおすすめの品種なども教えてくれる。

農園によって料金設定が違うので注意しよう。下記のような「入園料」制
の農園と、そうでない設定の農園とがある。

入園料制…入園料を支払えば、食べ放題になるところがほとんど。
単価制…例えばりんごなら、1個につき〇〇円という形の料金制度。

果物狩り三昧！

プラム

ナシブドウ

「はやし果樹園」

には、珍しい

黄色いプルーンも！

深川ではナシ狩りも
楽しめちゃう！

自分の手で採った
りんごは格別！

届いた！

いっぱい採れました！

果
物
狩
り
情
報
は

コ
チ
ラ
か
ら

りんごと並び人気なのがサクランボ。「佐藤錦」や
「紅秀峰」などの人気の品種を筆頭に、数種類の
品種を栽培。

木の上にハウスを設置しているところが多いので、雨に降られても快適にサクランボ狩りが楽しめるよ！

深川は、りんごやサクランボなど多彩な果物を栽培しているほか、
観光農園での果物狩りも楽しめる「フルーツ王国」！
夏から秋にかけてさまざまな果物が、あなたを待っている！
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約2時間で…

たくさん作るぞ～！たくさん作るぞ～！

お～！お～！

道産牛乳も使うよ

道産牛乳も使うよ

食材の宝庫・深川でオイシイ♪加工体験！オイシイ♪加工体験！

その他、こんなにたくさんの

加工体験メニューがありますよ♪

パン 米パンとお米のシフォン アップルパイ

そば 太巻き寿司 アイスクリーム

オニオンブレット じゃが芋とコーンのガレット パン＆苺のクランブルケーキ

ソーセージ りんごティラミス 濃厚ブルーベリーチーズテリーヌ

お米のシフォン スポンジケーキ 豆腐

※そば・お米のシフォンは通年で深川産の食材を使用。その他は季節によって道内産使用になります 

エプロン・ナプキン
着用！（持参してね）

道内産小麦と音江町増田農場
こだわりの自然卵を使用♪
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そばの実

そばつゆで
炊いた
深川産米

水はけの良い場所でそばを栽培
し、品質、食味の評価が高い多度
志産のそばを「やまそば」と呼び、
その玄そばを原料にしたそば粉。

500g入 680円、1kg入 1,300円

そば粉

テレビの健康情報番組などでも
紹介される栄養価の高さ。炊飯
時に混ぜてもよし。ご当地グルメ
「深川そばめし」にも、油で揚げた
そばの実が入っている。

200g入 330円

そばの実

甘さ控えめの贅沢プリン。そばの
香りとクリーミーな食感は、なぜ
かホワイトチョコのような風味に
似て不思議。後から黒蜜をかけて
食べるのがおすすめ。

1個 330円

そば香るぷりん

道産そば「きたわせ」と道産小麦
が醸し出す、ほんのり香るそばと
小麦の絶妙なハーモニー。是非
一度お試しを。

45g 200円、120g 350円

そばせんべい

深川産米ふっくりんこの「そばめし俵お
むすび」と、ハーフそば、ポテトコロッケ、
長いもソテー、バジルドレッシングサラ
ダ、そばの実入り白玉ぜんざいのセット。

深川産米ふっくりんこに昆布を混ぜ
た「そばめしおにぎり」と、長いも天そ
ば、豚肉と玉ねぎの串揚げ、そば茶の
セット。

深川産ふっくりんこを使った「そばつゆ
味」「バター醤油味」の「そばめしおにぎ
り」2種類と、ハーフそば、がんもどき・
とりそぼろあんかけ、サラダのセット。

※L.O. =ラストオーダー

深川産米ななつぼしの「そばめし
俵おむすび」と、ハーフそば、えび
と大葉の天ぷら、トロロ、茶碗蒸
し、ゴマだんごのセット。

深川そばめし！
食べるべ

し！

深川市2条10-1
☎0164-23-2107

〈営業時間〉
11：00～14：00
※ご来店前に
お電話ください。
定休日（月曜日・日曜日）

深川市西町4-17
☎0164-22-6699

〈営業時間〉
11：00～14：00
（LO13：30）、
17：00～20：00
（LO19：30）
定休日（不定休）

深川市一已町字
西共成
☎0164-22-6565

〈営業時間〉
11：00～15：30
（LO15:00）
定休日（不定休）

深川市6条6-1
深川市立病院6階
（最上階）
☎0164-22-1101

〈営業時間〉
11：00～14：00
（LO13:30）
定休日
（土曜日・日曜日・祝日）

980円990円

880円800円

深川市の名産「そば」と「米」を使った魅惑のコラボメニュー。それが「深川
そばめし」だ。油で揚げたそばの実をご飯に混ぜてめんつゆで味付け、とい
うベースを守りつつ、市内各店が独自のバリエーションで自慢の定食を競
い合っており、平成18（2006）年のスタート時から人気が絶えない。

レストラン スカイラウンジ 和風レストラン とんでん茶屋

食事処 藤 プラザ 冨士屋（和風れすとらん ふじ屋）

そ
ば
加
工
品
も

　 
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

一般社団法人深川観光協会
住所：深川市1条9番4号（JR深川駅舎内）
TEL：0164-34-5581
営業時間：10：00～16：50
定休日：年末年始（臨時休業時はSNSやHP
にて告知しております）

深川の最新情報は
Instagramで！▶

こんにちは！深川観光協会です♪

10：00～16：50まで窓口での対
応は勿論、お電話でのお問合せも
受付けています。

1時間200円、1日（10：00～16：
00）1,000円でレンタルしています。
電動機付き自転車なのでスイスイ～
っと長距離も楽々です♪

『僕は米(マイ)BOY(ボーイ)くんと呼ばれているよ！オイシイものがたく
さんある深川市が大好きで、深川観光協会に遊びに来たんだ！お米の
帽子をかぶっている僕の姿をよ～く見て！！僕は深川の地形と同じ輪郭
をしているんだ！みんな僕と一緒に深川市を探検してみようよ！』

深川市のパンフレットはもちろん、
深川市近隣市町村の観光パンフレ
ットも設置していますよ♪お出かけ
の際には是非手に取って見てみてく
ださいね♪

観光総合案内 レンタサイクル

深川観光協会キャラクター
米（マイ）BOY（ボーイ）くんもよろしく！

観光パンフレット
（市内・近隣市町村）

深川観光協会でできること

『深川って何がオイシイの？』『深川に来たらとりあえずどこに行ったらいいの？』
様々な観光の疑問にお答えするのが我々深川観光協会です♪

『深川って何がオイシイの？』『深川に来たらとりあえずどこに行ったらいいの？』
様々な観光の疑問にお答えするのが我々深川観光協会です♪

このガイドブックも
私たちが作りました！
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	ふかがわオイシイブック連結 31
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