
えりもうに祭り
［4/28］

浦河桜まつり
［5/4・5］

さまにウニまつり
［5/19］

今年もこの季節がやって来た！
今だけのうに丼や泊まって楽しむ
宿泊プランが登場！

桜も
一緒に♪

n0146・22・3200（一般社団
法人浦河観光協会）　会場／う
らかわ優駿ビレッジアエル 特設
会場（浦河町西舎141の40） 時
間／10：00～18：00（催しにより
異なる）※詳細はHP「うらかわ旅」
浦河桜まつり特設ページ（http:
//www.urakawa-tabi.com/che
rry-blossom-festival/）で確認 
p370台

n0146・36・2119（さまに
ウニまつり実行委員会） 会
場／エンルム海岸特設会場
（国道336号沿い） 時間／
10：00（引換券販売）～13：
30（売り切れ次第終了）
※天候等により開始時間が
早まる場合有 p100台

▲桜を見ながら抹茶と春のお菓子をおもてなし
（無料）。その他、桜餅やかに汁の無料サービス
なども（先着順・人数限定）

▲日高の春うには味と色が濃厚
なエゾバフンウニが主流。上品な
甘みのムラサキウニも採れる

※期間はうに漁の状況により変動有 ※うに漁の状況により、提供
できない場合有。事前の問合せがおすすめ。

▲桜のトンネルが圧巻！「うらかわ千本桜（優駿さくらロード）」（浦河町）

▲道内では珍しい、桜並木のライトアップを今
年は5/1～8（予定）に実施。光を受けた夜桜ト
ンネルを楽しもう！

　無料イベント（数量限定または
人数限定）、地元飲食店のフード

コートや特産品抽選
会、殻付き春うにの数
量限定販売もあるよ！

浦河町イメージキャラクター
うららん　エゾバフンウニ即売は、

10：00から引換券を販売
します。数量限定のため、
混雑必至ですので、お早
めにお越しください！

うに漁師 岡部さん

風情あふれる
花見見物

光に浮かぶ幻想的な
桜のトンネル

　浦河の桜守・金田樹木医と桜を学びながら会
場周辺を巡るバスツアー（無料）や、カメラ女子
のさくら写真教室（事前申込、有料）などを開催。

　＜うらかわ旅＞Instagramをフォローし、浦河
で撮った桜の写真を投稿！素敵な写真を送っ
た入賞者に特産品をプレゼント。

さくらさくツアー＆ワークショップ
#うらかわ桜2019
Instagramキャンペーン

1注目ポイント

3注目ポイント 4注目ポイント

2注目ポイント

▲様似の山海の幸を購入し、すぐにBBQで味
わえる。ジオパークの絶景もお楽しみ！
◀エゾバフンウニは1袋に10個ほど入って
1500円と格安で販売！

殻付きうにを
浜値販売

BBQコーナーで
様似食材を堪能！

1注目ポイント
2注目ポイント

　日高沿岸は昆布をエサとするうにの産地。
４・５月が漁の最盛期で、産卵前の一番身が
詰まった春うにが食べられる。磯の風味と甘
みが濃厚でプリッとした食感は、贅沢の一言！

日高の春うにを堪能できる、２種類の「選べる春う
に丼」が登場！各飲食店が提供している「うに一
色丼」もおすすめ♪また、ＧＷ明けには日高の幸を
もっと楽しめる特典やドリンク特典にもご注目

春うにを20g以上使用
春うにの他に、日高産の海産物が２種選べる丼
（ネタは好きなものを選べる！）
価格は3000円以下
ＧＷ明け特典は、Ｐ158で紹介の「ひだかSpringPremium」
の特典も併用可能！※他券・他割引は併用不可

旨い日高昆布を食べて育つ！
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ネタ
たくさん

！

日高
よくばり丼

　経験豊富な職人が作る寿司
や天ぷら、そばなど和食のほか、
洋食、創作料理も揃う料理店。
「年中行事やハレの日、宴会は
天政」と、50年を超えてなおもマ
チの人に愛され続ける。
n0146・42・1020 i新ひだか町
静内御幸町1丁目1の16 d11：
00～22：00（l21：30） f第
14※5/2は営業 g160 p10台

▲汁物付き。酢飯とうにの
甘みは相性抜群

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲載メ
ニューを注文の方、自家製山菜の小鉢
サービス（1組全員有効。）

3000円
◆ズワイガニ足、ツブ、
イクラ、ホッキから２ネタ

　ズワイガニ、ツブ、イクラ、ホッキは全て日高産。色鮮やかでぷくっと粒の揃った春うになど、ネタの目利きはさすが!

こだわりポイント

　満開時にはピンクのトンネル
となる優駿さくらロードと、かわい
い馬たちがお出迎え。大きな窓
から日高山脈の勇姿を眺めなが
ら、浦河産食材を使ったメニュー
が堪能できる。

n0146・28・2111 i浦河町西舎
141の40 d11：30～14：00、17：30
～21：00（l20：30） f無 g約80 
p370台

▲小鉢のモロヘイヤとうに
の松前漬けと味噌汁付き 

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲載メ
ニューを注文の方、イクラ1スプーン分追
加（1組全員有効。）

2980円
◆白身魚、タコ足、マグロ、
ホタテ、サーモンから２ネタ
※4/27～5/5は春うに、
白身魚、タコ足に固定

　レアに煮た軟らかなタコ足、コリッとした食感で甘～い白身魚はともに浦河産。その他のネタも新鮮そのもの。

こだわりポイント

　全道に10店舗を展開する回
転寿司チェーンながら、各店独
自に地場産ネタを仕入れ「本日
のおすすめ」で提供。4/1からグ
ランドメニュー一新で、さらなるメ
ニュー充実が楽しみ！
n0146・49・2110 i新ひだか町
静内末広町2丁目1の10 d11：
00～21：00 f無 g81 p900台
（イオン静内店と共用）

　えりも産イクラをはじめ活ツブ、ホッキも全て日高産。通し営業だから、いつでも気軽に味わえるのも魅力。

こだわりポイント

　漁港の目の前に店を構え、前
浜産の活うにやツブ、ホッキなど
を水槽で生かして、鮮度抜群の
寿司や郷土料理を提供する。春
うにや山菜など、えりもの春を味
わうメニューは多種多彩。

n01466・2・3387 iえりも町本町639 
d11：00～14：00、16：00～21：00（l20：
30） f不定（事前に要問合せ） g54 p有

▲酢飯は甘いうにと相
性良し！味噌汁付き

2999円
◆ボタンエビ、ツブ、マグ
ロ、サーモンから２ネタ

　濃厚な春うにはもちろん、大ぶりのボタンエビ、コリッとした歯ごたえのツブ、マグロやサーモン、全てが主役級！

こだわりポイント

　日高が誇る地域資源である
「春うに」や「桜」など「ひだかの
春」の魅力を多くの方に知っ
てもらい、訪れ、満喫してもらう
事業を展開中！n0146・22・
9073（北海道日高振興局地
域創生部地域政策課）

ＧＷや４大祭り開催日には、春ウニ特典
のほかに、管内38店舗において独自の
特典が待っている♪

４大祭り開催日などには、地域において各
種イベントを開催！お楽しみに！

ミニうに丼 1350円 

ミニうに丼 2000円

うに丼 4000円（変動の場合有）

ひょうろく

うに一色丼 4000円 

粒選りの春うにだけでない
選べるネタもよりすぐり！

中央の美しい春うにと
大ぶりなネタが花開く！

春うにの甘みに負けない
圧巻の上質ネタがうれしい

厳選した粒ぞろいの春うに
回転寿司屋さんで気軽に！

選
べ
る
！

日高の春うにの
ここがスゴイ！

提供期間：4/20～5
/19

桜で有名な日高エリアですが、春うにの魅力はご存じですか？甘くて
濃厚な日高のうには、今が１番美味しい季節。その春うにをたっぷり
楽しめる丼や宿泊プランが登場しました♪今年の春は、桜と一緒に
春うにを満喫するドライブへ！立ち寄りスポットも要チェックです！
取材・文／石田直樹　撮影／松浦靖宏（サファリ・グラフィックス）
d／宮内光沙　編集／三上真奈
取材協力／日高振興局、浦河観光協会、様似町観光協会

第９回
えりもうに祭り

第56回しずない
桜まつり

国内屈指の花名所「二十間道路桜並木」で開催されるイベント。屋台が並び、特産品の販売もあり。期間中は、「龍雲閣」を一般開放。日時／5月上旬の9：00～18：00 
場所／二十間道路桜並木（新ひだか町静内小田原～静内御園） 問合せ／n0146・42・1000（新ひだか観光協会）

えりも町で開催される春の味覚まつり。殻付きうにの販売やつかみ取りイベントを予定している。買った海鮮をその場で焼けるＢＢＱコーナーもあり。日時／4/2879：00～
14：00 場所／えりもスポーツ公園（えりも町新浜208の1） 問合せ／n01466・2・2211（えりも「うに祭り」実行委員会）

第52回 優駿の里
浦河桜まつり ��� �　

第10回
さまにウニまつり

美味の館 天政
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5/4［土・祝］
・5［日・祝］ ひだかSpringPremium

●期間 ●

5/19［日］
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うらかわ優駿
ビレッジアエル
「コレッサ」 ��� �

回転寿司ちょいす
静内店 ��� �

瓢六 ��� �

　日高は魅力の宝庫！春はう
にと桜が一緒に楽しめます。４
大祭りのほか、管内のお花見
スポット、日高グルメや湯めぐ
りなどを楽しんでください！

日高振興局長
松浦英則さん

参加方法 日高昆布がもらえる春ウニ特典！

最新情報は、ＨＰをチェック！
協力店での独自特典 各種イベントの開催

4大祭りは
こちら！

タイアップイベント実施中！

新ひだか町

新ひだか町

浦河町

えりも町

浦河町

様似町

GW明け
特典

GW明け
特典

▲味噌汁付き。プラスで
握りの皿も味わって！ 

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲載メ
ニューを注文の方、サーモン3切れをネタに
追加（1組全員有効。）

2970円
◆イクラ、活ツブ、
ホッキから２ネタ

GW明け
特典

5/7～19「じゃらん見た」と言って掲
載メニューを注文の方、ツブ増量（1
組全員有効。）

GW明け
特典

1 2

しずない桜まつり
［５月上旬開催予定］

3 4

春と言えば「ひだか」　　
春の４大祭りと一緒に楽しもう！

Pick Up!

Pick Up!

Pick Up 1

Pick Up 2

～5/31
開催中！

※配布する日高昆布は、数
に限りがありますので、あら
かじめご了承ください。※引
き換え期間は5/31まで。

❶ ４大祭りの会場などで配布される「ひだ
かSpringPremium」のチラシ、または、ＨＰ
を確認して春ウニ特典協力店に行こう。

❷ スタッフに、合言葉の「『ひだかSpringPrem
iumのチラシ』または、『じゃらん５月号』見たよ」
と言って「日高昆布引換券」をもらおう。

❹ 管内８カ所の引換所で「日高昆布」と
引き換えよう。

❸ 春うにメニューを注文、または、春うに
宿泊プランを利用しよう。

北海道ひだか観光ナビ 検 索
https://hokkaido-hidaka-kankonavi.com/

詳しくはHPへ！

春ウニ
特典
協力店

Ｐ159・160：春うに丼提供店
Ｐ160・161：春うに宿泊プラン提供宿
Ｐ161：創作居酒屋 串や

他にも協力店があるので、ＨＰにて
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