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春うに50g以上使用
春うにの他に、日高産海産物を
１種選べる丼（ネタは好きなものを選べる！）
価格は4000円以下
ＧＷ明け特典は、Ｐ158で紹介の「ひだかSpring
Premium」の特典も併用可能！
※他券・他割引は併用不可
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日高まんぞく丼

　町の中心部に立つホテルの
レストランは、魚介や牛肉、野
菜、山菜、エゾシカなど日高産食
材を使ったメニューのほか、あん
かけ焼きそばなど何でもござれ！
地元客も気軽に利用する。

　夕食の和食膳には、春うに、時鮭、マツ
カワ、ホッキ、ボタンエビなどの海鮮、ホロシ
リ牛乳のモッツァレラなど日高食材満載！
道産和牛、ロブスター料理もお楽しみに。

n0146・42・7211 i新ひだか町静
内本町1丁目1の1 dレストラン北海
／11：00～14：30（l14:00※4/27
～5/6はl13：30）、17：00～21：30
（l21：00） f1※4/29、5/6は営
業、ＧＷ中は宿泊の夕食で満席の場
合有 g40 p40台 

n0146・47・2100 i新冠町西泊津16の3 
□C 可 全47室 x15/10 p有

　みついし昆布をたっぷり食べて育った日高春
うにを、うにイクラご飯や殻付き網焼きなどで堪
能。マツカワなどの刺身は幅広の昆布に包み、
贅沢に昆布締め。これぞ“みついし流”！
n0146・34・2300 i新ひだか町三石鳧舞162 
□C 可 全16室 x15/10 p有

　合計100gの春うにや、目の前で炊き上げる
名物「ツブ釜飯」に舌鼓。ツブ釜飯にうにを豪
快にのせて、なまら美味！わさび生クリーム添え
エゾシカローストなど、日高の逸品が並ぶ。
n0146・42・7211 i新ひだか町静内本町1丁目
1の1 □C 可 全44室 x15/10 p40台

　殻付きうに焼き、うにと竹の子の釜飯、うに
の柳川などデザート以外の８品全てに、うに、う
に、うに！浦河産の野菜や魚介などの旬菜と組
み合わせた、春限定のご馳走が味わえる。
n0146・28・2111 i浦河町西舎141の40 
□C 可 全49室 x14/10 p370台

　日高産のブランド鮭・銀聖のほか、ホッキ、ツブも日高産。春うにとのＷ主演を選ぼう。だし巻き玉子も美味！

こだわりポイント

　日高産魚介の多彩な海鮮丼
や、夜限定で一皿から注文可能
な握り寿司、つぶピザといった意
外なメニューも大評判。ＢＧＭの
ジャズとエンルム岬越しに沈む
夕日にもウットリ。
n0146・26・7878 i様似町大
通3丁目65の4 d11：00～14：
00※678は～15：00、17：00
～21：00（l20：00） f3※ＧＷ
の営業は要問合せ g42 p15台

　花びらのような真
ツブのさば

き方は、食感良く旨
みを引き出

す技。マツカワやイ
クラも絶品。

春うにの相棒はどれ
にする？

こだわりポイン
ト

泊まって楽しもう！

日高ドライブに欠かせない
♪

美味しいグルメがたくさんの日高！うに
以外のグルメも充実しているので、ぜひ
立ち寄ってくださいね♪乗馬や収獲体
験もおすすめです！

ウニたっ
ぷり！

うに丼3300円（変動の場合有）

うに一色丼 4320円 

おみなえし

選
べる！

ドライブ中に
活用しよう♪
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今年の
桜開花予想は？

ＨＩＤＡＫＡ
おもてなし部会

「日高のプレミアムな魅力をもっと伝えたい」との思いから、日高管内の７町にある温泉施設や飲食店、生産者などが集結し、14年４月に発足。地元の食材を使ったメニュー
開発、イベント開催、ポスターやガイドブックの発行など、27個人・団体が活動中。Facebookページ「Hidakaおもてなし部会」で活動の様子が見られる。

（株）ウェザーニュースが３月26日に発表した桜開花予想2019によると、道内の開花は例年並みの予想。４月25日頃に開花前線が上陸し函館や札幌の桜が徐々に咲
き始め、ＧＷ中頃に見頃を迎える見込み。「二十間道路桜並木」の開花は5月1日、満開は5月4日予想。「ウェザーニュース」https://weathernews.jp/をチェック！
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予約はコチラ！予約はコチラ！
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▲だし巻き玉子と味噌汁付き。
量違いのうに丼も提供

3996円
◆ホッキ、ツブ、
銀聖から１ネタ

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲載メ
ニューを注文の方、通常100円のドリンク
バー（コーヒー、ウーロン茶、オレンジジュー
ス）を無料サービス（1組全員有効。）

GW明け
特典

4/20～5/31「じゃらん見た」と言って
掲載プランを電話予約した方、夕食
時にスパークリングワイン（ソフトドリンクに変更可）を
サービス（1人1杯）※じゃらんnet予約は対象外

春うに
プラン
特典

▲白貝の酒蒸しも美味！今が
旬の松藻の味噌汁付き

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲載メ
ニューを注文の方、かずのこ醤油漬けサービ
ス（1組全員有効。）

3980円
◆真ツブ、マツカワ、
イクラから１ネタ

GW明け
特典

もっと春うにを堪能するなら、宿泊がおすすめ！夕食で春うにをたっぷり楽し
めます！お風呂にも入って癒やされてくださいね♪
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▲浜風がそよぎ波音がBGMの露
天風呂

▶春うに三色丼のほ
か、時鮭の炊き合わせな
ど地場産食材たっぷり

春の美食プラン

1万3800円
2名1室1泊2食 大人1名

◆提供期間：4/1～6/30 
◆4/27～5/2、5/6～11、
18、25は1000円増、5/3
～5は1500円増 ◆入湯税
込 ◆部屋：ツインルーム24
㎡（禁煙・喫煙選択可） 
◆食事：夕食／掲載コース、
朝食／バイキング※状況に
より和or洋定食の場合あり
（ともにレストラン）◆予約方
法：じゃらんnet or 電話予約

◀春うには刺身やツブ
の土瓶蒸しでも！名物韃
靼そば茶プリンも絶品

みついし昆布〆
お造りと春うに三昧
プラン

1万7500円
2名1室1泊2食 大人1名

◆提供期間：4/20～5/25
※4/28～5/6は除外 
◆5/7～11は2000円増、6
は1000円増 ◆入湯税込 
◆部屋：一般和室orツイン
ルーム ◆食事：夕食／掲載
コース、朝食／和食膳（とも
にレストラン） ◆予約方法：
じゃらんnet or 電話予約

4/20～5/19「じゃらん見た」と言って掲載
プランを予約した方、ソフトクリームをサービス（1人1個、最上
階の天然温泉「さくらの湯」休憩室にて提供）※じゃらんnet
で予約の場合は「宿泊施設からの質問」項目にその旨記入

春うに
プラン
特典
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▲広めで眺めもいい「スタンダー
ドツイン」（天窓付きは２Ｆのみ）

▶春うには食べ方自
由。山菜天ぷら、銀聖の
刺身なども見逃せない

春うに満喫！
「ツブ釜飯」プラン

1万5500円
2名1室1泊2食 大人1名

◆提供期間：～5月下旬 
◆5/1～5は1080円増 
◆入湯税込 ◆部屋：スタ
ジオツイン ◆食事：夕食／
掲載コース、朝食／定食
（ともにレストラン） 
◆予約方法：じゃらんnet 
or 電話予約

◀春の恵みを堪能。う
にを使った料理のバリ
エーションにびっくり！

春うに＆浦河食材三昧
存分に堪能できる贅沢会席 春うにをお好きな食べ方で

たっぷりご賞味あれ

目からうろこが落ちるほど
食べる価値大の真ツブ

春うにとの相性どれも良し
日高自慢の３ネタから選択

地場産＆道産の海鮮や肉を
盛り込んだ美食コース

春うにとみついし昆布に
こだわった美味しさ凝縮

春うに舌鼓会席プラン

1万5800円
2名1室1泊2食 大人1名

◆提供期間：4/20～5/
19※4/27～5/5は除外 
◆5日前までの要予約 
◆部屋：スタンダードツイン 
◆食事：夕食／掲載会席、
朝食／和洋バイキングor
和洋セットメニュー（ともに
レストラン） ◆予約方法：
じゃらんnet or 電話予約

※期間はうに漁の状況により変動有

1 基本提供期間：4/20～
2 夕食で日高の春うにを楽しめる！

3 春うにプラン特典は、じゃらんnet予約は対象外の場合有。各施設欄にて要確認。
また、Ｐ158で紹介の「ひだかSpringPremium」の特典は併用可能！
※他券・他割引は併用不可

▲心地いい時間が過ごせるリゾート風カフェ。手作り
の天然酵母パンやスイーツ、ドリンク、食事はほぼテイ
クアウトＯＫ。n01456・2・3586 i日高町富川東5
丁目21の8 d10：00～20：00（l19：30） f12
（8は営業） g20 p約20台

��� ��ぱんぱかぱん
▲地元食材を生かしたパンが大人気。生の浦河産
夏いちご「かおり野」や生クリームを使ったメニュー
は、６月中旬くらいまでの楽しみ。n0146・22・
4595 i浦河町堺町東1丁目1 d10：00～18：
30（6はなくなり次第閉店） f71 g9 p8台

��� ��

niikappu sweets marché みると

▲手作りパンやスイーツをテイクアウト＆イートインで。
２種類の生地に約40種の中身を揃えたコッペパン
がオススメ。n0146・49・0321 i新冠町中央町1
の20 にいかっぷキッチン内 d10：00～18：00 
f2（4/30は営業） gイートイン有 p有

��� ��
焼きカレーダイニング フリージア

森と湖の里 ふれ愛館

▲濃厚なカレーに具材とチーズをのせて焼き上げる焼
きカレーが名物。地元のツブとタコを使った新メニュー
は、魚介のコクが凝縮！n0146・42・7670 i新ひ
だか町静内青柳町4丁目14の5 d11：00～21：00
（l20：30） f1※5/6は営業 g30 p2台

創作居酒屋 串や
▲人気居酒屋が考えた、海と大地の贅沢鮨。昆布を
食べて育つ地元産「こぶ黒牛」のローストビーフを一貫
につき、ふんだんに巻いて大盤振る舞い！n0146・
42・9483 i新ひだか町吉野町2丁目2の6 d17：
00～24：00（l23：30） f無 g140 p4台

▲旧校舎を改装し、地元の食材を使った料理を提
供。ハート形の湖、豊似湖ヘリコプター遊覧（秋頃開
催予定）の休憩所にもなっている。n01466・4・
7722 iえりも町目黒214の6 d4/15～10/31の
10：00～16：00 f3※5/1は営業 g20 p20台

��� ��ラーメン まさご
▲銭湯やゲストハウスもある風変わりなラーメン店。
定番のほか地元食材を使ったメニューも。n0146・
22・2645 i浦河町堺町東1丁目11の1 d11：30
～15：00、17：00～21：30 f1（4/29、5/6は昼
のみ営業） g27 p30台

にいかっぷホロシリ乗馬クラブ
��� ��若林農園

▲山に入らずラクラク！キトピロ（ギョウジャニンニク）刈
りができる珍しい農園。日高門別ＩＣ出口と農園前の看
板とのぼりが目印。n01456・7・2057 i日高町広
富123 d～5/12頃の8：00～17：00（以降の来園
は要確認） f不定 p有

甘酸っぱい幸せは春限定

具材多彩なコッペパン

熱 と々ろ～り！焼きカレー うにと極上牛の激ウマ鮨

食事を楽しみヘリ遊覧へ

日高昆布の旨みたっぷり！

サラブレッドと森の中へ
春の山菜を手軽に採取

持帰りもイートインも

タピオカまっちゃ 
540円
フランスパン（ブール）
250円
フォンダンショコラ
450円
※店内飲食のみ

（奥）湯種の四角いこっぺぱん+肉極つ！
メンチカツ 259円（手前）デニッシュの
四角いこっぺぱん+十勝産粒あん+
生クリーム 346円

こぶ黒ローストビーフ
うにのせ握り ３貫1580円

日高昆布和風つけ麺 800円
日高昆布餃子 ６個400円

サケフライ定食 
700円

キトピロ刈り １kg1200円
※時季により変動有

体験トレッキング
（50分）7500円
林間常歩コース
（50分）7500円

前浜産ツブとタコの
焼きカレー 1180円

いちご生クリームサンド 302円
いちごソーダ 324円
いちごシェイク 324円

テイクアウト

グルメ

体験

日 高 エ リ ア M A P

新 ひ だ か 町 中 心 部ＭＡ Ｐ

4/20～5/19「じゃらん見た」と言って掲載プ
ランを電話予約した方、夕食時にスパークリ
ングワイン（ソフトドリンクに変更可）をサービ
ス（1人1杯）※じゃらんnet予約は対象外

春うに
プラン
特典

4/20～5/19「じゃらん見た」と言って掲
載プランを電話予約した方、桜の葉漬け
を練り込んだ羊かん「さくら咲く」をサービス
（1室1箱※3個入り）※じゃらんnet予約は対象外

春うに
プラン
特典

新冠町浦河町

日高町

��� ��新ひだか町

新ひだか町 新冠町

新ひだか町

浦河町

日高町

��� ��えりも町

▲馬産地ならでは！乗馬が初めてでも、馬に乗って
森の中でのトレッキングが楽しめる。元競走馬たちに
会いに行こう。n0146・47・3351 i新冠町節婦
町71の11 d9：00～17：00 f12/26～1/7 
p40台 ※要予約（当日受付可）

��� ��新冠町

新ひだか町

※施設によって異なる場合有。詳細は各施設情報にて

4P 3P


