
      岩内町で遊べる体験を紹介します！！☆ 

     

 

○絶景の中を乗馬体験 

（いわないホースビレッジ）  

  

 

 

○たら丸焼き体験 

（いわない楽座）                    

 

 

 

 

○蒲鉾作り体験  

（カネタ吉田蒲鉾） 

 

 

住所：岩内郡岩内町字高台 83－2 電話： 0135－62－2525 

予約：要予約 3 日前まで 

所要時間： 約 30分 料金：1,500円（6個から 8個作れます） 

♪） 

住所：岩内郡岩内町字御崎 1－5 電話： 0135－62－0245 

定休日： 水曜 

予約：要予約 4 名以上 6名以下（要相談） 所要時間： 約 90分～120分 

料金：小学生 500 円 中学生 700円 高校生以上 1,000円 

※HP あります☆ URL→ http://www.kanetayoshidakamabokoten.com 

HP あります☆ 

                  

住所：岩内郡岩内町字野束 463番地 1 電話： 0135－62－3686 

予約： 電話のみの予約 

所要時間： 約 30 分料金：3,240円（引き馬体験コース 1,000円） 

※HP あります☆ URL→ http://www.niseko－horse.com 

 馬に乗りながら岩内岳を眺め草原を走る体験が出来るのは、岩内町だけ☆ 

岩内町の PR キャラクターたら丸の形をしたおやきが

作れるのはここだけ！！ 

※ 販売もしております♪ 

たら丸は、「ゆるキャラ全国大会準優勝」の

経歴を持つすごい方！ 

町内外問わずファンも多いです♪ 

TV やラジオでも多く紹介され、町外問わず訪れる方が多い、

歴史のある蒲鉾店！！ 

店の人気商品「ぎょろっけ」使用した土日限定で販売され

 

2020 年 3 月時点の情報となります。 

、んｓります 

http://www.niseko-horse.com/
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○座禅体験 

（全修寺） 

  

 

 

 

 

○動物ふれあい体験    

（マルヤマヒーリングファーム） 

 

 

 

 

 

○絶景が見渡せる 

パークゴルフ   

（岩内町パークゴルフ場） 

 

 

 

 

 

住所：岩内郡岩内町字高台 25 問い合わせ：zazen@plum.plala.or.jp 

予約： 4名以上要予約 ※見学のみは不可。体験不可の日もあります。 

所要時間：40分 

料金：1,200 円   ☆注意☆神聖な場所なので行く際はマナーにお気を付けください。 

                  

住所：岩内郡岩内町字野束 453－9 電話： 0135－62－2525 

予約： 不要（※予約不要で触れあえます♪） 

料金：無料（餌は 100円。ダチョウ横の木箱に入っています） 

歴史があるお寺で座禅体験はいかがですか？ 

非日常体験で、心が落ち着き 

心身ともに、リフレッシュが出来ます☆ 

園内の売店には岩内町でしか買えない！！ 

ダチョウの卵を使用したプリン！！珍しいダチョウの卵も☆ 

キャンプの朝食で、巨大目玉焼きを作ってみてはいかがですか？

♪ 

夕方くらいに卵を産む所が 

見れるかも！？ 

※産まない日もあります☆ 

 

住所：岩内郡岩内町字野束 539－1電話： 0135－61－2141 

予約：不要です☆ 

料金：1回券大人 500円、子供 200円 

   お得な回数券（10枚綴り）大人 4,000 円、子供 1,600円 

道具の貸し出し：一組 300円（クラブ 1本とボール 1個） 

営業時間： 9時～17時（6月 1日から、8月 31日までは、9時～18時 

 HP あります☆ URL→ http://www.town.iwanai.hokkaido.jp 

                  

今年の openは 4月 10日（金）！！ 

6月１日☆～新たに 18ホール増え、 

３６ホールになります♪ 

（開始の日程は、天候等により前後する場合があります） 

ご家族や、カップルでのご利用もおすすめ☆ 

当キャンプ場は、夕方から夜に掛けて日本夜景遺産に

選ばれた、夜景を一望できる穴場スポット☆彡 

園内をのんびり過ごすアイドル山羊の、 

めいちゃんや、かわいい小動物がたくさん♪ 

2020 年 3 月時点の情報となります。 

、んｓります 

http://www/
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青果 

 

 

○青山青果 

 

 

 

 

 

 

○新鮮屋 

  

 

 

 

 

 

 

 
地元の商店だからこそ！！ 

出会える珍しい 

野菜や果物に出会えます！！ 

お店に並ぶのは、厳選された美味しい

青果のみ！！ 

 

お店の方から一言☆ 

地元の方々にとても愛されているお店☆ 

岩内町の水産加工品やお土産も買えます♪ 

キャンプに使う食具や洗剤なども販売。 

店内で手作りされているお惣菜も町内の方から 

大人気♪ 
 

 

住所：岩内郡岩内町字大浜 69-6電話： 0135-62-6688 

営業時間：8時半～18 時半（日曜定休日）  

 

野菜や果物に詳しい優しいご主人に出会えるお店☆ 

店頭には激安の目玉商品が並ぶ時もあります！！☆ 

野菜は土から出てきた状態で店頭に並ぶ事も多く、ごぼう

や長芋の大きさに驚きます！！ 

キャンプの帰りに獲れたての野菜や果物をお土産にどうぞ♪ 

 
 

 

「BBQ で食べたい！！地元の食材は、

任せてください☆ 

野菜から鮮魚、地元で愛されてい

る商店のお肉、鮮魚、加工品まで 

一通り揃いますよ！！」 

住所： 岩内郡岩内町字高台 85-8電話： 0135-63-0585 

営業時間： 年中無休 

 

お店の方から一言☆ 

旬を迎えた地元の 

新鮮野菜が並びます♪ 

 

活魚や貝類が並ぶ日もあります☆ 
（店頭に並ぶ漁の状況で異なります！！） 

2020 年 3 月時点の情報となります。 

、んｓります 

どのお店も、岩内町や近郊で収穫された旬の新鮮野菜や果物 

～旬の新鮮野菜は、まさに BBQ の主役！？～ 
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パン屋 

 

 

○アイズ製パン 
                                              

 

 

 

 

○ベーカリーサンライズ 

 

 

 

 

 

 

 

住所： 岩内郡岩内町字大和 1－10電話： 0135-61－4111 

営業時間： 年中無休 

 

3 代目のご主人が作るこだわりのパンは町内外問わず大人気

☆午前中で売り切れる程です！！是非一度お試しください♪ 

新聞でも紹介された、ロールケーキはお土産におすすめ！！ 

 

 
昭和 24 年から変わらぬ美味しさ 

おすすめはメロンパンと、こだわりの

ロールケーキです！！ 

 

お店の方から一言☆ 

 
岩内町の海洋深層水と 

道産小麦を 100％使用した 

こだわりの焼きたてパンです！！ 

 

お店の方から一言☆ 

岩内町に来たら、是非☆食べて欲しいパンのお店♪ 

～キャンプの朝食で、岩内町のこだわりパンをたべたら、素敵な一日が始まります♪☆

～ 
 

住所：岩内郡岩内町字大浜 17 番 18 電話： 0135－62－0573 

営業時間： 10時～16 時※土曜 10時～13時（日祝定休日） 

 

とっても美味しくて、驚くくらい手頃なお値段のパンは 

町内外問わず大人気☆ 

店内には著名人の方々の色紙も多く並びます♪ 

 
 

岩内町地域おこし協力隊  

本間景子 

2020 年 3 月時点の情報となります。 

、んｓります 
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たら丸焼酎 本格米焼酎     

杉樽熟成の米焼酎  

たら丸ワイン赤           

たら丸ワイン白          

 

岩内地ビール          

いわない怒涛～純米酒     

いわない怒涛         

いわない怒涛 1.8ℓL      

ワンカップ           

 

住所： 岩内郡岩内町字清住 116電話： 0135－62－0062 

営業時間：9時～18時 （日曜定休日） 

 

住所：岩内郡岩内町字宮園 251－9電話： 0135-62－0596 

営業時間：6時 30分～19時 （不定休） 

 

 

岩内町限定のお酒は町内の商店で購入出来ます！！ 

～地産地消 BBQ のお供に岩内町限定のお酒で乾杯は 

どうですか♪お土産にも良いですね！！～ 

 町内で買えるお店☆ 
 

岩内町限定！！の、お酒☆ 

※亭主の岡崎さんは、気さくでとっても優しい方☆ 

一度訪れると、きっとまた行きたくなるお店です♪ 

 

その他、道の駅いわないでも販売しています☆ 

 

※値段や、販売している酒類は 

各店舗にお問い合わせください☆ 

 

○マルト岡崎商店  

○上田酒店 
住所：岩内郡岩内町字万代 13－9 電話： 0135－62－0159 

営業時間：9時～21時 （日曜定休日） 

 

BBQ で必要な食材、食具は、一通り揃います♪ 

住所：岩内郡岩内町字清住 49－2電話： 0135-62－0564 

営業時間：8時 30分～19時 30分 （日曜定休日） 

 

※亭主の奥様自ら道内のワイナリーまで足を運び、

厳選したワインも並びます。大型スーパーには 

置いていない余市のワインも☆お土産にも♪ 

※ビールサーバーの配達も行っています☆詳細は店舗へお問い合わせください☆ 

美味しい手作りのお惣菜やお弁当も大人気☆ 

住所：岩内郡岩内町字栄 3－8電話： 0135-62-0604 

営業時間：7 時～19時 （不定休） 

 

住所： 岩内郡岩内町字高台 275電話： 0135-62－0666 

営業時間：8 時～20時 （日曜日 11時～19時） 

 ※マリンビューキャンプ場から一番近い商店です！！ 

飲み物や日用品、地元で愛される商店の食品も揃います☆ 

岩内町地域おこし協力隊  

本間景子 

※ 岩内町限定のお酒は、たら丸ワインのみの販売です☆ 

※創業 140 年以上のとっても歴史があるお店☆

岩内町の歴史を知れるかも！？ 

ミネラル豊富な、岩内町の 

海洋深層水で作られた、 

岩内地ビールは、美味しい♪ 

また、岩内町は、日本で初めて、 

ビールの原料野性ホップが発見 

されました！！ 

郷土館の近くに記念碑が建てら

 

 

○尾崎商店 

 ○有）高西商店 

 ○にしお酒店 

○前田商店 

2020 年 3 月時点の情報となります。 
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○マルジ太田製麺 

 

 

   

 

 

 

 

○さんまる餅 

 

 

            

 

 

 

 

岩内町地域おこし協力隊  

本間景子 

住所： 岩内郡岩内町字万代 41－2電話： 0135－62－0516 

営業時間：8時～18時（日曜定休日） 

 
町内の学校給食で、欠かせない太田製麺の麺！！ 

小さい頃から焼きそばと言えば、太田さんの焼きそば！！ 

BBQ の締めは太田のうどんがなきゃ、物足りない。という方々も多いです☆ 

一度たべたら、どこか懐かしいもちもちの麺がやみつきになりました。 

お土産にもおすすめ♪ 

岩内町で BBQ をするなら、締めは太田製麺の麺で決まり♪ 
 

 
ぜひ☆一度食べてみてください！！ 

 

お店の方から一言☆ 

町内で買えるお店☆ 

 

締めはうどん派、焼きそば派ですか？ 

 

ラッキー岩内店、ショッピングプラザ YADA、 

青山青果、前田商店、杉原精肉店など☆

☆ 

住所： 岩内郡岩内町字万代 9－11電話： 0135－62－0002 

営業時間：8時～19時（日曜日定休日） 

HP あります☆ URL：https：//peraichi.com/landing_pages/view/sanmaru 

 

 

いつもの締めに飽きたらさんまる餅店のおもちで決まり♪ 
 

昭和 19年から町内で愛され 

続けるお店です☆ 
 

太田のうどんは、水と小麦粉、塩のみ！！ 

～どこか懐かしいうどんです☆～ 

 
 

厳選された材料と伝統の優れた技から

生まれたさんまるの餅皆様に幸せをお届

けします！！☆ 

 

お店の方から一言☆ 

明治３６年から町内で愛され 

続けるお店です☆ 
 

さんまるさんのお餅は、こしの強さとその歯ごたえに驚きます☆ 

甘さ控えめのあんこも美味しく何個食べても飽きません♪ 

私はお餅好きの家族のリクエストから毎回地元に帰る際はお土産に

買います☆餅米 100％の無添加のお餅！！ 

※本物のお餅の為、その日のうちに食べるのがおすすめです☆ 

 

2020 年 3 月時点の情報となります。 

、んｓります 
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