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【菓子司ひらの】
所在地：北海道網走郡美幌町東１条北１丁目１－１
電話番号：0152-73-3418

【有限会社 山本菓子舗】
所在地：北海道網走郡美幌町仲町１丁目１１６
電話番号：0152-73-3445

【有限会社 花月】
所在地：北海道網走郡美幌町字大通北 4 丁目 17 番地
電話番号：0152-73-2488

【合同会社味噌精肉店】
所在地：北海道網走郡美幌町瑞治１３９－５
電話番号：0152-73-2991

【株式会社 美幌峠物産館】
所在地：北海道網走郡美幌町青山北４０
電話番号：0152-72-1560

【株式会社 ウエニシ】
所在地：北海道網走郡美幌町美富３１８－２
電話番号：0152-73-2814

美幌を代表する銘菓「美幌サイロ」を製造販売して
います。
ぎゅうひ餅の入った最中は素朴でありながらも味わ
いに奥ゆかしさがあります。

昭和 39 年創業と 50 年以上続く老舗。
ケーキの他、焼き菓子の種類も豊富で、人気は、代
表銘菓の「オランダ焼」と「美幌豚醤まんじゅう」。
素材にこだわりできたてのおいしさを大切にしてい
ます。

洋菓子も和菓子もあり、ラインナップが豊富な老舗
のお菓子屋さん。昔ながらの定番商品「パフケーキ」
が人気のほか、「美幌娘」など町名が入ったものも
あり、お土産にピッタリです。

女満別空港から約 5 分にある精肉店で、丸ホルモン
が人気のお店。肉厚で旨みが豊富なホルモンを秘伝
のタレに漬けることにより臭みが気になりません。
キャンプ先で美味しいホルモンを味わえます。

農産物の加工、販売を行っています。
関東を中心にジャガイモ、アスパラなどを通信販売
しています。

美幌観光物産協会「物産館 ぽっぽ屋」には数多く
の美幌町特産品が販売されています。
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【株式会社ミートテック】
所在地：北海道網走郡美幌町仲町２丁目９６
電話番号：0152-73-1338

【有限会社ペパーミント商会】
所在地：北海道網走郡美幌町豊岡３９９
電話番号：0152-72-0839

【有限会社 橋本工芸】
所在地：北海道網走郡美幌町日の出１丁目２８－１３
電話番号：0152-72-3229

【アトリエたんぽぽ】
所在地：北海道網走郡美幌町東 1 南 5
電話番号：0152-73-4041

【八十島煎餅店】
所在地：北海道網走郡美幌町仲町１丁目
電話番号：0152-73-2076

【株式会社マルワ製麺】
所在地：北海道網走郡網走郡美幌町大通南５丁目５
電話番号：0152-73-3371

オホーツクだけにとどまらず、道内各地に豚肉を卸
しています。味付け・加工商品も豊富で、豚のじん
かん（醤油味、みそ味）、豚ロース味噌漬け、ネギ
塩とんとろ、塩ホルモン、豚バラカルビなど、焼く
だけでおいしい豚肉を販売しています。

ハッカ油やその他ハッカ製品の製造及び販売を行っ
ています。ペパーミント商会の商品は食品添加物製
造業の許可を得て製造しているのでお口に入っても
安心。
マスクなどにも安心してお使いいただけます。

アイヌ紋様を始め動物などのアクセサリーや工芸品
を制作しています。
阿寒湖温泉街の土産店や小清水町道の駅での委託販
売も行っています。

髪飾りからキーホルダーまで、繊細な彫刻が美しい
木彫り作品を作成しています。

創業から約 70 年、三代にわたって作られてきた手
作りせんべい。小麦を原料とした、小麦せんべいを
製造販売してします。種類はピーナツ、味噌、玉子、
生姜、青のりがのった木ノ葉の五種類。

北海道産小麦を使ったコシのある麺を製造元より提
供しています。味の本場、北海道の麺をお届けいた
します。ご自宅用、ご贈答としても最適な、ラーメ
ン・うどん・そばをご用意しております。 
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【株式会社 田村精肉店】
所在地：北海道網走郡美幌町字大通北 4 丁目
電話番号：0152-73-3125

【株式会社ながさわ】
所在地：北海道網走郡美幌町東１条北１丁目
電話番号：0152-73-1213

【円舘工芸舎】
所在地：北海道網走郡美幌町日の出１丁目３－１７
電話番号：0152-77-3918

【合同会社びほろ笑顔プロジェクト】
所在地：北海道網走郡美幌町字仲町 1 丁目 44
電話番号：0152-73-5251

【やまわさび工房びほろ】
所在地：北海道美幌町大通北４丁目２番地３
電話番号：0152-77-3480

【おいで家具】
所在地：北海道網走郡美幌町美富６３－７
電話番号：0152-77-3110

美味しいお肉はもちろんのこと、お刺身やお惣菜、
お酒も販売しているので、スーパーとしても利用で
きるお店です。
食肉の小売・卸売業として美幌町のほか札幌にも直
営店を進出させている。

オホーツク海で育った魚やカニ、えびなどを厳選し、
全国へ北の味覚をお届けしております。
鮮度や味にこだわったオホーツクを代表する美味し
い商品を多数取り揃えております。

美幌町に工房を構え、北海道で育った槐（エンジュ）
を使った茶筒をはじめとする木製品を制作していま
す。

平成 2009 年に美幌商工会議所が「交流人口を増や
し、まちの活性化につながる特産品を開発したい」
と呼びかけ、飲食店・精肉卸・自治体・農家・若手
経営者、更には「まちを元気にしたい！」と高校生
も加わり「美幌ブランド開発検討委員会」を発足。
その有志が 2012 年に設立した合同会社です。

本業は全国に拠点を持つ自転車のメーカーですが、
2019 年 ( 令和元年 ) に美幌及び北海道に貢献したい
思いと、おいしいものよいものを全国に広めたいと
の思いから、約 10 年に渡る山わさびの製造加工事
業を、引き継ぎました。

家具をメインに、オリジナル木製品の製作販売を
行っています。
お店に展示・販売している商品以外にも「色などを
変えるセミオーダー」、「お好きな形でお作りするフ
ルオーダー」、「使い続けた家具のリフォーム」など、
木製家具の色々な事に幅広く対応します。



7 8

【観光と自転車と】
所在地：北海道網走郡美幌町日の出 2丁目 15 番地 3
電話番号：090-1305-4923

【加藤ファーム】
所在地：北海道網走郡美幌町昭野 359
電話番号：0152-73-0867

【松下工芸】
所在地：北海道網走郡美幌町報徳 5－17
電話番号：0152-73-5659

【佐藤産業】
所在地：北海道網走郡美幌町字稲美 352 番地
電話番号：0152-77-6001( 電話取次先番号 )

【藤本農園】
所在地：北海道網走郡美幌町駒生 5-7
電話番号：0152-73-5926

【影山ファーム】
所在地：北海道網走郡美幌町字東町 2丁目 1番地 -1
電話番号：0152-73-0508

道東をフィールドにしたサイクルツアーなどを行
う。美幌 111J の木材を使用した特産品の開発、美
幌 111J の PRを兼ねたウォーキングイベントの企
画運営等を行っています。

挽物木地・木工クラフト・FSC製品製造。
国際基準で管理された、美幌産のトドマツを使用し、
小さなお子様でも安心してご使用いただけるよう加
工された知育玩具などを製造してます。

高温多湿を嫌うため、冷涼で梅雨のない北海道で多
く栽培されています（全国の 8割近く）。美幌町で
も加工用・生食用を含め数種類の馬鈴薯を栽培して
います。

皮が薄く、身が詰まっている甘いマダーボールスイ
カを生産しています。

美幌町のグリーンアスパラガスは 4月上旬から収穫
が開始され、翌年の 1月下旬までのおよそ 9ヵ月間
にわたり収穫が行われています。
他にも生食用のキャベツや加工用のキャベツも栽培
されています。

美幌町は玉ねぎ生産量全国一の地域。
煮込み、炒め物、スープにはもちろん、生食でも食
べられます。
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【株式会社 一戸農場】
所在地：北海道網走郡美幌町田中 
電話番号：0152-75-0310

【株式会社フォンブラン】
所在地：北海道網走郡美幌町東町２丁目９－１６
電話番号：0152-77-3639

【旅館　青葉荘】
所在地：北海道網走郡美幌町新町３丁目４３－１０
電話番号：0152-73-2101

【井口農園】
所在地：北海道網走郡美幌町豊富
電話番号：0152-77-6001( 電話取次先番号 )

【有限会社石田屋】
所在地：北海道網走郡美幌町字大通北 1 丁目
電話番号：0152-73-2747

【有限会社さくらホールディングス（中島珈琲）】
所在地：北海道網走郡美幌町大通北 2 丁目
電話番号：0152-72-2717

有機 JAS 認定農場。
北海道で有機栽培に取り組み生産者グループ「大雪
を囲む会」を主宰し、勉強会の開催や販路開拓など
の活動をしています。

食と地域福祉の活動を通したお店作りを目指してい
ます。
洋食店「まちの洋食屋らぐぅ」の運営を行なってい
る。手作りのデミグラスソースが最大の売りであり、
手作りの良さがあるからこそ伝わるサービスの手ご
たえが魅力。

駅から近くアクセスが便利な旅館。食事は地元の新
鮮素材をまごころ込めてご提供します。名物の「か
に弁当」の製造直販も行っています。

古い建物をリノベーションしたおしゃれなカフェ。
コーヒーはもちろん、食事やスイーツも充実してい
て、店内も広く落ち着いて食事ができます。

老舗の和菓子屋。
現在は女満別空港にお土産店として出店していま
す。

全国的にも日照時間が長く昼夜の寒暖差が大きいこ
とから病害の発生も少なく高品質な人参を栽培して
います。
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【北の珈琲工房　時計台】
所在地：北海道網走郡美幌町大通南１丁目１０－３
電話番号：0152-72-0020

【有限会社ふくだ そばのかね久総本店】
所在地：北海道網走郡美幌町新町２丁目９
電話番号：0152-73-2906

【TOTAL SPA DEAR】
所在地：北海道網走郡美幌町三橋町 1-6-9
電話番号：090-6266-9429

【いちのへや】
所在地：北海道網走郡美幌町字田中 659-15
電話番号：090-6999-2738

【株式会社菅野養蜂場】
所在地：北海道常呂郡訓子府町仲町３４
電話番号：0157-47-4397

【真夜中酒場カオス】
所在地：北海道網走郡美幌町東１条北２丁目２０
電話番号：090-3893-7703

毎日焙煎を行う豆は、種類が豊富。
日替わり定食など料理も豊富なので、コーヒーを楽
しむのも食事をするのにもおススメです。
特大の「時計台パフェ」を目当てに来るお客さんも。

半世紀にわたる歴史を持つお蕎麦屋さん。100 名収
容の広い店内には、全国各地から旅行雑誌や口コミ
サイトで情報を得た沢山の観光客が集まる名店。抹
茶を練り込んだ蕎麦やカラッと揚げた天ぷらを自家
製の出汁やタレでおもてなしをしてくれます。

TOTAL SPA DEAR は リラクゼーションを目的と
した HOME SPA SALON です。
その日のお疲れに合わせたマッサージで外側からの
アプローチ、内側からのサポートで 国産の生薬を
ブレンドした症状別の和漢茶を提供しています。

『よい作物はよい土づくりから』強い信念と地道な
作業で、美味しい野菜を栽培しています。

北海道で戦前から四代にわたり「ハチ屋」を続けて
いる菅野養蜂場。ミツバチに抗生物質を一切与えず
健康なハチを育て、自然に自生する花からハチミツ
集め、「安心・安全」なハチミツをお客様に届けて
います。
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【Chemchem ya Amani Tanzania】
所在地：北海道網走郡美幌町美禽３０６－１１

【BunnyHoney】

【布こものかず】

【ハンドメイドサークル CIRCOLO】

【SHINO×ato.】

【たくまゆ】

タンザニアで、親を亡くし、困難のなかで暮らして
いる子供たち、学校に行きたくても行けない子供た
ちに、無料教室の開放、里親制度による就学支援を
し、教育の機会を増やす活動をしているＮＧＯです。
タンザニアで作られる布やアクセサリー・雑貨など
の販売も行っています。

羊毛フェルトでナマケモノなど動物のぬいぐるみを
製作しているハンドメイド作家です。
制作時間がかかる手の込んだ作品に、遠方から購入
しにくるお客さんがいるほどです。

【harumai】

【いざよいと花】

ハンドメイドのプラバン作家。
「付けた人が笑顔になりますように」をモットーに
ニコちゃんマークをトレードマークにしたキッズヘ
アアクセサリーやキーホルダーなどをひとつひとつ
手描きで製作しています。

ドライフラワー専門店。
お客様の注文が入ってから花を仕入れ、ブーケやス
ワッグを製作しています。

10 年ほど前からナイロン素材のエコバッグを製作し
ています。オリジナルバッグは機能性や使いやすさ
にこだわって素材を活かし一点物として製作してい
ます。

バッグ・カゴなどを製作するハンドメイドサークル。
季節によってクリスマス雑貨なども製作し、地元の
マルシェに出店しています。

お出かけ前の「あとひとつ」の思いで作ったピアス
やイヤリング、大人にも子どもにも親子でも使える
ようなヘアゴムを制作しています。

長財布とマルチケースのハンドメイドショップ。
使い勝手の良さ、使い心地の良さを追及しています。



15 16

【リトルフェアリー】
所在地：北海道網走郡美幌町元町 28-119
電話番号：090-8052-2563

【５ファイブ】
所在地：北海道網走郡美幌町東１条北２丁目４
電話番号：0152-73-2525

【ふらっとホームさらら】
所在地：北海道網走郡美幌町大通北３丁目５－２
電話番号：0152-73-1227

【北欧雑貨 Otte（オーテ）】

アクセサリーやミニオブジェをハンドメイドしてい
ます。レジンアクセサリーのレッスンなども行って
います。

カレーやおパスタなのど食事メニューも豊富。
カクテルやビール、ソフトドリンクも充実していま
す。

店内で焼き上げるおやきが人気のお店。
地元の新鮮な野菜、美幌町の特産品、ハンドメイド
雑貨など、様々なものを取り扱っています。
美幌の特産品や新鮮野菜などの販売も行っていま
す。

【mimi】

【よっちゃん食品】
所在地：北海道網走郡美幌町仲町２丁目
電話番号：0152-72-2825

【株式会社オートキープス ( 小麦の奴隷 )】
所在地：北海道網走郡美幌町元町 5-172
電話番号：0152-72-2755

カジュアルからフォーマルまで様々なシーンで使え
るピアスやリング、ネックレスなどのハンドメイド
アクセサリーを製作しています。

イベントやお祭りで手差し焼き鳥を提供しています。
注文を受けてから丁寧に炭火で焼き上げています。
ジャンボ豚串が人気です。

地域密着でお客様のカーライフをトータルプロ
デュースします。
また美幌峠道の駅にベーカリーショップ小麦の奴隷
を出店しています。

北欧雑貨をメインに取り扱う雑貨店。
Otte はデンマーク語で数字の８を意味しています。
8 という数字は幸運の数字と言われており、
幸せを＂無限に届けたい＂という思いから名付けら
れました。


