
農 業 体 験
カントリーファーマーズ
藤田牧場　B-3
鹿追町瓜幕西28線26-5
緯0156-67-2316
搾乳体験・バター作り体験・牧場見学ほか

共働学舎
新得農場ミンタル　A-4裏
新得町字新得9-1
緯0156-69-5600
チーズ・バター作り体験

つっちゃんと優子の
牧場のへや　A-3裏
新得町字上佐幌西1線87番地
緯0156-65-3548
搾乳体験

友夢牧場　A-3裏
新得町字上佐幌基線108番地
緯0156-69-6006
搾乳体験・バター作り体験ほか

（有）あすなろファーミング　A-4裏
清水町第4線65番地
緯0156-62-2277
バター作り体験

ダンケファーム串田牧場　B-4裏
清水町字熊牛141番地
緯0156-62-5320
搾乳体験・哺乳体験・ルバーブジャム作り

井田牧場　C-6
幕別町忠類東宝141
緯01558-8-2933
酪農体験・アイスクリーム作りほか

ファームイン望風林　C-7
広尾町香福
緯090-9524-3044
牧場見学・仔牛への哺乳ほか

広瀬牧場　帯広市街図
帯広市西23条南6丁目13番地
緯0155-33-6064
搾乳体験・アイスクリーム体験

スピナーズファームタナカ　D-4裏
池田町字清見164番地
緯015-572-2848
糸つむぎ・牧場見学・フェルト作り

石田めん羊牧場　D-3
足寄町中矢7番地1
緯0156-25-6150
シープドッグショー・毛刈り体験

ヨークシャーファーム　A-3裏
新得町基線115-7
緯0156-64-4948
羊の毛刈り・糸紡ぎ・フェルト作りほか

美蔓めん羊牧場　B-4裏
清水町美蔓西24-100
緯0156-62-5033
羊の毛刈り・糸紡ぎ・フェルト作り

ムーミン牧場　B-4
清水町字旭山南8線54番地27
緯0156-63-2572
仔馬・仔山羊とのふれあいほか

源ファーム　C-7
大樹町開進111番地1
緯01558-9-6116
ソーセージ体験

オーストリッチ
ファームクロダ　B-5
芽室町上伏古10-3
緯0155-61-5055
ダチョウ乗り・ポニー乗りほか

裕蜂の里　B-2
新得町字屈足トムラウシ
緯0156-65-3545
蜜蜂生態見学・ブルーベリー狩りほか

観光農園にしかみ　B-3
鹿追町上幌内4線北2
緯0156-66-1515
そば打ち・いも掘り・いちご狩り体験ほか

ひら農園　B-3裏
新得町字屈足東2線43番地
緯0156-69-6200
いも掘り・とうもろこし収穫ほか

士幌町グリーン・ツーリズム
ネットワーク　C-3
士幌町字士幌西2線159番地 
士幌町農業協同組合内
緯01564-5-5715
いも掘り

帯広市民農園サラダ館　帯広市街図
帯広市西22条南6丁目6番地2
緯0155-36-8095
いも掘り・草木染・フェルト教室ほか

金田ベリー園　B-3裏
新得町字屈足西1線58番地
緯0156-65-3000
ベリー収穫体験・ジャム作り体験

ピータン農園　C-5
中札内村中戸蔦東6線
緯0155-68-3117
いちご狩り

フルーツガーデンかみやま　B-4裏
清水町熊牛11番地600
緯0156-62-5838
さくらんぼ・ハスカップ・プルーン狩り

ハーブ＆エコロジカル
ファーム　B-5
芽室町上美生8線55-23
緯0155-66-2527
ハーブクッキー作り、ハーブ染めほか

アウトドア体験
然別湖ネイチャーセンター　B-3
鹿追町然別湖畔
緯0156-69-8181
カヌー・釣り・熱気球・エアートリップ・スノー
モービルほか

NPO法人ひがし大雪
自然ガイドセンター　C-2
上士幌町字ぬかびら源泉郷北区44-3 
糠平温泉文化ホール内
緯01564-4-2261
アーチ橋見学ツアー・ワカサギ釣り・リー
ス作りほか

十勝ネイチャーセンター　十勝川温泉
音更町十勝川温泉南12丁目
緯0155-32-6116
熱気球・カヌー・スノーモービルほか

ノースドリーム　D-5
池田町昭栄49-6
緯015-572-5929
パラグライダー体験・カヌー体験ほか

十勝千年の森　A-4
清水町字羽帯南10線103
緯0156-63-3400
引き馬・森のガイドツアーほか

とかちアドベンチャークラブ（TAC）　B-3
新得町字屈足539番地21
緯0156-65-2727
ラフティング・カヤックほか

十勝アウトドアメイツ（TOM）　B-3
新得町屈足字岩松
緯0156-65-2411
ラフティングほか

＆
ア ウ ト ドア

ご設 内案施験体 ※施設の横のアルファベットと番号は
「とかちで遊ぶ観光マップ」の位置を
示しています。
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湯宿くったり温泉レイク・イン　B-3
新得町字屈足808
緯0156-65-2141
クライミングタワー

山の交流館とむら　B-2
新得町字屈足トムラウシ337
緯0156-65-2000
登山・滝めぐりほか

鹿追町ライディングパーク
（道の駅うりまく）　B-3 
鹿追町瓜幕西3丁目
緯0156-67-2345
乗馬体験・パークゴルフ

MY STABLE　B-3裏
鹿追町笹川北8線10番地
緯090-1646-9307
乗馬体験・牧場（作業）体験

WILD WEST RIDERS CLUB　B-3裏
鹿追町瓜幕西33線21-7
緯090-7052-7198
乗馬

ウエスタンビレッジサホロ　A-3
新得町狩勝高原3合目
緯0156-64-4111
乗馬体験

ヴィレッジ432　A-3裏
新得町北新得98
緯0156-64-4320
乗馬体験・陶芸・ブルーベリー摘み

サホロリゾート　A-3
新得町狩勝高原
緯0156-64-7111
ベアマウンテン入山・カヌー・ネイチャー
クラフトほか

インカルシペ白樺　C-7
大樹町字萠和106-1
緯01558-6-3824
シラカバ樹液採取体験

砂金掘り体験　C-6
大樹町あい川
緯01558-6-2111（大樹町観光協会）
砂金掘り体験

カウベルハウス
（帯広市畜産研修センター）　B-5
帯広市八千代町西4線194
緯0155-60-2919
糸紡ぎ・草木染

Be wild　A-3裏
新得町字新得基線103（北新得）
緯0156-64-5200
ステンドグラス制作

アトリエ秋桜窯　C-5裏
幕別町千住397-92
緯0155-56-7030
陶器制作

池田ワイン城　D-4
池田町清見83-3
緯015-572-2467
ガイドツアー・まるごと体験プラン

足寄動物化石博物館　D-3
足寄町郊南1丁目29番地
緯0156-25-9100
化石のレプリカ作り・ミニ発掘

本別豆工房　D-3
本別町共栄9-11
緯0156-24-2416
豆腐づくり

その他の体験施設
紫竹ガーデン遊華　B-5
帯広市美栄町西4線107号
緯0155-60-2377
押花染め・ドライフラワーリース作りほか

真鍋庭園　C-5
帯広市稲田町東2線6番地
緯0155-48-2120
庭園ガイドツアー・クリスマスリース作りほか

北のオアシス　十勝ヒルズ　C-5
幕別町字日新13番地5
緯0155-56-1111
ハスカップ摘み体験・豆腐作りほか

大森農場カントリーガーデン　C-7
広尾町紋別14線73-2
緯01558-5-2421
コンテナガーデン製作ほか

御影の滝「山女魚園」　B-4裏
清水町御影南7線58
緯0156-63-2533
釣り・川遊び・そば作り体験

鹿追やまべ園　B-3
鹿追町東瓜幕西16線27-7
緯0156-67-2014
オショロコマ・やまべ釣り

柳月スイートピアガーデン店　C-4
音更町字下音更北9線西18-2
緯0155-32-3366
デコレーション飾りつけほか

新得そばの館　A-3
新得町基線102番地
緯0156-64-5888
そば打ち体験

・更別村勢雄

●霧氷
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カムイコタン公園キャンプ場　C-6
大樹町尾田　緯01558-7-5623
7/1～9/30

まきばの家キャンプ場　D-4 
池田町清見144　緯015-572-6000
7月～8月

広尾シーサイドパークキャンプ場　C-7
広尾町野塚　緯01558-2-0181
6/1～9/30　（広尾町教育委員会）

道立十勝川エコロジーパークキャンプサイト　C-4
音更町十勝川温泉　緯0155-32-6780
4/29～10/31

士幌高原ヌプカの里　C-3
士幌町字上音更21番地173
緯01564-5-4274
4月～11月

国設ぬかびらキャンプ場　C-2
上士幌町字ぬかびら源泉郷
緯01564-2-3355
6/25～9/24

ゴ ル フ 場ゴ ル フ 場
サホロカントリークラブ　A-3
新得町狩勝高原　緯0156-64-6910
JR 帯広駅から車で約70分
18ホール

北海道クラシックゴルフクラブ帯広　A-4
清水町字羽帯4-1　緯0156-62-8000
JR 帯広駅から車で約60分
36ホール

上士幌ゴルフ場　C-3
上士幌町字上音更　緯01564-2-4000
JR 帯広駅から車で約80分
36ホール

帯広カントリークラブ新嵐山コース　B-5
芽室町中美生5線34　緯0155-65-2126
JR 帯広駅から車で約60分
18ホール

帯広リバーサイドゴルフ場　C-4
帯広市西16条北3丁目　緯0155-35-4113
JR 帯広駅から車で約15分
18ホール

帯広白樺カントリークラブ　C-4
音更町長流枝17番地15　緯0155-46-2226
JR 帯広駅から車で約40分
36ホール

十勝カントリークラブ　C-4 
音更町下士幌51　緯0155-31-1917
JR 帯広駅から車で約30分
18ホール

帯広国際カントリークラブ　C-5
幕別町千住427　緯0155-56-3225
JR帯広駅から車で約30分
27ホール

札内川ゴルフ場　C-4裏
幕別町札内稔町57-3　緯0155-56-2800
JR 帯広駅から車で約15分
18ホール

アリスト本別ゴルフ倶楽部　D-3
本別町美蘭別385番地　緯0156-23-2233
JR 帯広駅から車で約90分
18ホール

キャンプ場
国設然別峡野営場　B-2
鹿追町然別峡　緯0156-66-4034
7/1～9/30　（鹿追町商工観光課）

国設然別湖北岸野営場　B-3
鹿追町然別湖畔　緯0156-66-4034
7/1～9/30　（鹿追町商工観光課）

森のキッチンかわい　B-3
鹿追町瓜幕西28-27　緯0156-67-2327
JR 帯広駅から車で約60分、約46km

カントリーファーマーズ藤田牧場　B-3
鹿追町瓜幕西28線26-5　緯0156-67-2316
4月下旬～1月

トムラウシ自然休養林キャンプ場　A-2
新得町トムラウシ　緯0156-65-3021
7/1～9/30　（国民宿舎東大雪荘）

サホロ湖キャンプ場　A-3裏
新得町字新内　緯0156-64-0522
5/1～10/31　（新得町産業課）

十勝ダムキャンプ場　B-3
新得町トムラウシ　緯0156-64-0522
5/1～10/31　（新得町産業課）

狩勝高原キャンプ場　A-3裏
新得町狩勝高原　緯0156-64-6318
5/1～10/31　（新得町総合体育館）

清水町少年自然の家　B-5裏 
清水町字羽帯　緯0156-63-2139
1/6～12/29

遊び小屋コニファー　　B-5裏
清水町旭山2番56　緯090-1642-6418
通年

新嵐山オートキャンプ場　B-5
芽室町新嵐山　緯0155-65-2121
6/1～10/31　（新嵐山荘）

岩内自然の村　B-6
帯広市岩内町70
緯0155-24-2700（日東美装興業（株））
6/1～10/31　休村日月曜日（夏休み期間中を除く）

サホロリゾートスキー場　A-3裏
新得町狩勝高原　緯0156-64-4121
全17コース・リフト7基・ゴンドラ1基・
全面スノーボード可

新得町新得山スキー場　A-4裏
新得町字新得基線9　緯0156-64-5546
全3コース・リフト1基・全面スノーボード可

幕別町明野ヶ丘スキー場　C-5裏
幕別町明野　緯0155-54-4865
全1コース

ぬかびら源泉郷スキー場　C-2
上士幌町字ぬかびら源泉郷75
緯01564-4-2201
全8コース・リフト4基・スノーボード可

白銀台スキー場　C-6
幕別町忠類白銀町　緯01558-8-2111
全2コース・スノーボード可

芽室町メムロスキー場　B-5
芽室町中美生2線42　緯0155-65-2121
全5コース・リフト3基

航空公園キャンプ場　C-3
上士幌町字上士幌基線241
緯01564-2-2111（上士幌町役場）
5/1～10/31

茂岩山自然公園キャンプ場　D-5
豊頃町茂岩　緯015-574-2111
4/29～11/1　（十勝ロイヤルホテル）

かぶとの里キャンプ場　E-2 
陸別町川向　緯0156-27-3771
7月下旬～8月お盆時期　（林豆腐店）

長節湖キャンプ場　D-6 
豊頃町長節　緯015-574-2216
７月中旬～８月中旬　（豊頃町企画課）

静山キャンプ場　　E-3
本別町東町　緯0156-22-4441
6/1～9/30　（管理棟）

オンネトー国設野営場　F-2 
足寄町茂足寄　緯0156-25-2141
5/1～10/31　（足寄町経済課）

里見が丘キャンプ場　D-3 
足寄町里見が丘　緯0156-25-6300
5/1～10/30

うらほろ森林公園キャンプ場　E-5
浦幌町字東山町　
緯015-576-3455（管理棟）
4/29～10/31　オートキャンプ場有

ポロシリ自然公園オートキャンプ場　B-6
帯広市拓成町第2基線2-7
緯0155-60-2000（管理棟）
6月第1土曜日～9月最終日曜日

札内川園地キャンプ場　B-6
中札内村南札内713　緯0155-69-4378
4月下旬～11月上旬　（山岳センター）

さらべつカントリーパーク　C-6
更別村字弘和541-62
緯0155-52-5656（管理事務所）
通年・オートキャンプ場（4月～10月）

ス キ ー 場
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