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帯広市稲田町東2-6
☎0155-48-2120

入場料金／大人1,000円、小中学生200円、団体(20名以上)800円、
障がい者800円(障がい者手帳をご提示ください)

開園期間：2021年4月24日～2021年11月28日
冬期休業期間以外は毎日営業中！ 124 474 689

真鍋庭園
http://www.manabegarden.jp/

広い庭園にはガーデンセンターとカフェも併設
十勝の季節を味わえます

25000坪の森林浴25000坪の森林浴

NHK連続テレビ小説「なつぞ
ら」の撮影で使用した山田天陽
の家とアトリエロケセットは、
無料エリアで公開中。

広い庭園にはガーデンセンターとカフェも併設
十勝の季節を味わえます

25000坪の森林浴25000坪の森林浴
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個性豊かな道の駅めぐり
スイーツ片手に絶景・歴史の旅

22km

東北エ
リ
ア

モデルコース
本別町、足寄町、陸別町北エ

リ
ア

モデルコース
音更町、士幌町、上士幌町

雄大な十勝平野と
アートに触れてまったり癒し旅

西エ
リ
ア

モデルコース
鹿追町、新得町、清水町、芽室町

太古のロマンや歴史を探訪できる
家族連れに人気のコース!

39km 10km 2km

20km1km37km

14km

十勝川が生み出す自然の神秘
「氷の宝石・ジュエリーアイス」に感動！
特産品と美味しいワインで十勝を満喫し、
美白の湯モール温泉で心休まるひとときを！

20km

26km

東エ
リ
ア

モデルコース
幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町

21km 29km

21km

都市と自然をゆったり満喫！
夜の食べ飲み歩きもおすすめのコース

帯広エ
リ
ア

モデルコース
帯広市

0.1km 2km
30km 14km

5km

12km 南エ
リ
ア

モデルコース
中札内村、更別村、幕別町（忠類地区）、大樹町、広尾町

Recommended Distinations  North
Let's go to a variety of roadside stations to see
beautiful scenery and history, and try some delicious sweets!

Recommended Distinations  West
A journey to soothe your heart by viewing the magnificent 
Tokachi plain and art.

Recommended Distinations  Northeast
A popular course for families, where you can 
explore ancient romance and history!

20km

2km

雄大な日高山脈、太平洋を望む海岸エリア
美しい田園風景、食、歴史、宇宙、
限りなく続く南十勝の魅力がつまったコース
Recommended Distinations  South
A coastal area overlooking the magnificent Hidaka Mountains 
and the Pacific Ocean.
A route filled with charm such as beautiful rural scenery, 
food, history, and a spaceport.

Recommended Distinations  East
Witness the mysterious "Jewelry Ice" created by 
the Tokachi River!
Enjoy special products and delicious wine, 
and have a relaxing time at the mall hot springs!

Recommended Distinations  Obihiro City
Enjoy the city and nature in comfort.
Experience night time dining at its finest.

●鹿追町
然別湖湖水開き
白蛇姫まつり
鹿追町花火大会

春 〈3月～5月〉 Spring 

●陸別町
オフロードバトル

●幕別町
道の駅忠類GWイベント

●帯広市
幸福駅ハッピーセレモニー

●清水町
十勝若牛®アスパラまつり

●更別村
さらべつすももの里まつり

●中札内村
中札内村桜のある休日

●大樹町
歴舟川清流鯉のぼりミニイベント

●本別町
本別山渓つつじ祭り

●広尾町
広尾つつじまつり

夏 〈6月～8月〉 Summer 秋 〈9月～11月〉 Autumn 冬 〈12月～2月〉 Winter 

●音更町
「花風景」ハナックと花ロード
モール温泉夢ボタル鑑賞会
夏まつり納涼花火大会

●士幌町
しほろ7000人のまつり
しほろっち夏祭り花火大会
しほろ牛肉祭り

●上士幌町
北海道バルーンフェスティバル
ナイトインビアパーティー
上士幌町納涼花火大会

●帯広市
八千代牧場まつり
おびひろ広小路七夕まつり
おびひろ平原まつり

●清水町
清流まつり
清水公園FESTIVAL

●芽室町
めむろまちなかマルシェ
発祥の地杯全国ゲートボール大会

●中札内村
やまべ放流祭
道の駅ガーデン

●大樹町
歴舟川清流まつり

●広尾町
十勝港まつり十勝港海上花火大会
十勝港まつりふるさと夏まつり

●幕別町
パークゴルフ国際大会
まくべつ夏フェスタ
忠類サマーナイト
忠類夏まつり
忠類ふるさと盆踊り大会

●更別村
十勝夏祭り
全日本ママチャリ耐久レース

●足寄町
足寄ふるさとラワンぶきまつり
足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会

●陸別町
ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり
道新オフロードレース
りくべつ夏まつり

●池田町
いけだ夏まつり

●豊頃町
とよころ夏まつり

●浦幌町
うらほろＹＯＵ遊ナイト
ふるさとの夏まつり

●音更町
みのり～むフェスタおとふけ
オータムフェスタin十勝川

●帯広市
とかちマルシェ
帯広大正メークインまつり
とかちばん馬まつり
岩内仙峡もみじまつり
おびひろ菊まつり

●士幌町
しほろ収穫祭

●鹿追町
鹿追町ふるさと産業まつり

●清水町
十勝清水肉・丼まつり
十勝清水にんにく肉まつり

●新得町
しんとく新そば祭り
うまいしょ「しんとく」大雪まつり

●芽室町
収穫感謝祭

●中札内村
道の駅フェア

●更別村
さらべつ大収穫祭

●大樹町
柏林公園まつり

●広尾町
広尾サンタランドツリー点灯式

●幕別町
まくべつ産業まつり
忠類どんとこいむら祭り
全世界ナウマンぞうり卓球大会in忠類

●池田町
池田町秋のワイン祭り
池田町大物産展

●豊頃町
とよころ産業まつり

●本別町
きらめきタウンフェスティバル

●足寄町
オンネトー物語

●浦幌町
うらほろふるさとのみのり祭り

●音更町
十勝川白鳥まつり「彩凛華®（さいりんか）」

●帯広市
おびひろ氷まつり

●上士幌町
上士幌ウィンターバルーンミーティング

●新得町
新得うまいもん温かフェア

●鹿追町
しかりべつ湖コタン

●芽室町
氷灯夜

●中札内村
スノーアートヴィレッジなかさつない

●更別村
さらべつときめきイルミネーション

●浦幌町
うらほろ物産フェア

●足寄町
ウッドキャンドルナイト
雌阿寒温泉スノーシュートレッキング

●陸別町
しばれフェスティバル

●広尾町
広尾毛がにまつり

●大樹町
大樹町青年部真冬の感謝祭

●幕別町
忠類ナウマン全道そり大会

●豊頃町
大津港大漁まつり

※イベントの一部を掲載しております。イベントについて、詳しくは各市町村にお問い合
せください。
※イベントについては変更する場合があります。予めご了承ください。

Tokach i Map
でっかい十勝を満喫！

You m igh t

  mee t a deer

｜コ
ード
を読み取るだけでＯＫ｜

This guide book is 
connected to your map 

App!

地図アプリ連動
とかチカラ

「とかチカラ」に
掲載しているスポットの
より詳しい地図情報を
持ち歩こう！

昆布刈石展望台

太平洋を一望できる展望台。
晴れた日には釧路や襟裳岬も
望むことができる。

■MAP  B-3　☎015-576-2181
Konbukariishi Observatory

道の駅うらほろ

国道３８号線に面し、アクセスの良い
道の駅。道の駅うらほろ限定の濃厚
シュークリーム・うらほろ大福がおす
すめ。

■MAP  B-3　☎015-576-5678
Roadside Station "Urahoro"

ワイン城

2020年6月にリニューアルオープン！レストランや
ショップ、試飲カウンターも一新。専門スタッフに
よるワイナリーツアーも人気。

■MAP  B-3　☎015-572-2467
Wine castle十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

十勝平野のパノラマを一望できる丘に立つ温泉
ホテル。天然の〝モール温泉”を堪能できる。

■MAP  A-3　☎0155-56-2121
Grandvrio Hotel

道の駅なかさつない

緑あふれる敷地の中、中札内の
新鮮野菜や特産品を販売する店
や地場食材を使った飲食店が並
ぶ。たまごの自販機も好評。

■MAP  A-4　☎0155-67-2811
Roadside Station "Nakasatsunai"

ピョウタンの滝

日高山脈のふところに抱かれた自然のオア
シス。札内川の清流を集め、落差10ｍを豪
快に流れ落ちる。

■MAP  A-4　☎0155-69-4378
Pyotan Waterfall

どんぐり公園

54ホールを有するパークゴル
フ場のほかアスレチックコース
やバーベキューハウスもある。

■MAP  A-4　☎0155-52-2406
Donguri Park

シーニックカフェちゅうるい

忠類共栄牧場内に7月～9月の期間限定で設
けられるカフェテラス。標高189ｍの高さから見
渡す南十勝の雄大な眺めに癒されながらコー
ヒー等を楽しむことができる。

■MAP  B-4　☎01558-8-2141
Scenic Cafe Churui

宇宙交流センター
SORA

大樹町で行われてきた数々の
航空宇宙関連の実験内容や模
型などを展示。※開設期間は
ホームページでご確認を。

■MAP  B-4　☎01558-6-2113
Space Exchange Center SORA大丸山森林公園

春から秋までは多くの草花が
咲き、冬はイルミネーションに
彩られる。

■MAP  A-5　☎01558-2-3293
Daimaruyama Forest Park

46km
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2km4km 33km

オンネトー

阿寒摩周国立公園の最
西端にある美しい湖。季
節や天候、見る角度に
よって色が変わる神秘
の湖です。

■MAP  B-1
☎0156-25-6131

Onneto

本別公園

キャンプ場などがある広大な敷地では
アスレチック広場やコンビネーション
遊具、ゴーカート、ボートも楽しめます。｠

■MAP  B-2　☎0156-22-4441
Honbetsu Park

道の駅
あしょろ銀河ホール21

特産品ショップ、レストランのほ
か、足寄町出身の歌手 松山千
春さんのミニギャラリーもある。

■MAP  B-2　☎0156-25-6131

Roadside Station
"Ashoro Ginga Hall 21"

道の駅
オーロラタウン93りくべつ

特産品ショップの他、関寛斎資
料館、りくべつ鉄道の見学が可
能で２階には宿泊施設も併
設。｠

■MAP  B-1　☎0156-27-2012

Roadside Station
"Aurora Town 93 Rikubetsu"

銀河の森天文台

一般公開型天文台として
は日本最大級の反射望
遠鏡を備える。彗星や流
星の観望会も人気。

■MAP  B-1
☎0156-27-8100

Ginga no mori Observatory
足寄動物化石博物館

古代足寄に生息していたデ
スモスチルス類の骨格復元
や歴史の展示のほか、様々
な体験メニューがあります。

■MAP  B-2
☎0156-25-9100

Ashoro Museum of Paleontology

道の駅ステラ★ほんべつ

本別町の特産品を販売するショップ
があり、パン工房やレストランも併設。

■MAP  B-2　☎0156-22-5819
Roadside station "Stella ★ Honbetsu"  道の駅

ガーデンスパ十勝川温泉

モール温泉スパ、十勝のお土産が揃う
マルシェ、４つの飲食店や体験工房な
どが集まる、癒しと食の日帰り拠点。

■MAP  A-3　☎0155-46-2447

Roadside Station "Garden Spa
Tokachigawa Onsen"

道の駅ピア２１しほろ

士幌市街地の入り口として、訪れ
たすべての人が「しほろらしさ」を
十分に堪能できる魅力いっぱい
の道の駅。

■MAP  A-2　☎01564-5-3940
Roadside Station "Pia 21 Shihoro"

旧士幌駅
（士幌鉄道記念公園）

旧士幌線士幌駅を当時の姿で保存。
ホームにたたずみ貨車を眺めている
だけでレトロな雰囲気を味わえる。

■MAP  A-2　☎01564-9-5812
Shihoro Railway Memorial Park

道の駅かみしほろ

レストラン、ショップをはじめ、レ
ンタサイクルやドッグランもあ
り、旅の目的地としても人気。

■MAP  A-2　☎01564-7-7722
Roadside Station "Kamishihoro"

旧国鉄士幌線
タウシュベツ川橋梁

季節によって糠平湖に見え隠れすることか
ら幻の橋といわれるアーチ橋。１月～５月ま
でが見ごろ。※水没期間は年により異なる。

■MAP  A-1　☎01564-7-7272
Taushubetsu River Bridge

柳月スイートピア・ガーデン

代表銘菓「三方六」をはじめ、農業王国十勝の
産物にこだわったお菓子やケーキを販売。お菓
子づくりの工程が一望できる工場見学も人気。

■MAP  A-3　☎0155-32-3366
Ryugetsu Sweetpia Garden

ジュエリーアイス

十勝川河口に打ち上げられる氷塊。日の
光に美しく輝くジュエリーアイスはここで
しか見ることができない。

■MAP  B-4　☎015-578-7202
Jewelry Ice 

十勝千年の森

世界一の庭と称された広大な自然の
中に現代アートやチーズ工房が点在。
セグウェイツアー（要予約）が人気。

■MAP  A-3　☎0156-63-3000
Tokachi Millennium Forest

新得そばの館

新得産そばを味わえるレストラ
ンや特産品コーナーを併設。そ
ば打ち体験（要予約）もあり。

■MAP  A-2　☎0156-64-5888
Shintoku Soba no Yakata

神田日勝記念美術館

北海道を代表する画家・神田
日勝の美術館。代表作のほぼ
半数を常設展示。

■MAP  A-2　☎0156-66-1555
Kanda Nissho Memorial of Art

福原記念美術館

㈱福原の創業者、福原治平氏
が長年にわたり蒐集してきた
美術品約150点あまりを展示。

■MAP  A-2　☎0156-66-1010
Fukuhara Memorial Museum

新嵐山スカイパーク展望台

十勝平野の雄大な風景を360度のパノ
ラマで望める展望台。パッチワークのよ
うな田園風景が広がる。

■MAP  A-3　☎0155-65-2121
Shin-arashiyama Sky Park Observatory

清水円山展望台

十勝平野を一望でき、眼下の町営育成牧
場は映画「銀の匙」ロケ地としても有名。

■MAP  A-3　☎0156-62-1156
Maruyama Observatory

幸福駅

「愛の国から幸福へ」のキャッ
チフレーズで全国的な知名度
を誇る「恋人の聖地」。

■MAP  A-4　☎0155-65-4169
Kofuku Station

真鍋庭園

日本初のコニファーガーデンと
しても知られる。無料エリア内
にはドラマ「なつぞら」で使用
されたセットも公開中。

■MAP  A-3　☎0155-48-2120
Manabe Garden

帯広競馬場・とかちむら

世界でたったひとつのばんえい競馬。
迫力あるレースを展開。お買い物とグ
ルメが楽しめる「とかちむら」も人気。

☎0155-34-0825（帯広競馬場）
☎0155-34-7307（とかちむら）

■MAP  A-3Obihiro Horse Race Track・
Tokachi-mura

北の屋台

地場産食材を使った個性的なお店が並
ぶ屋台村では、店主や隣のお客さんとの
会話を楽しみながらゆっくりと夜を満喫。

■MAP  A-3　☎0155-23-8194

Kita-no-Yatai
(an alleyway of unique foodsstands)

馬車BAR

ばん馬が曳く馬車で、蹄の音に癒
されながらお酒と景色を楽しめる
約50分間のツアー。（要予約）

■MAP  A-3　☎0155-20-2600
Horse Carriage Bar

紫竹ガーデン

約2,500種の花々が季節ごとに楽しめる。
併設されたレストランの朝食ビュッフェ（要
予約）で1日をスタート！

■MAP  A-3　☎0155-60-2377
Shichiku Garden
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 Le t's en joy Tokachi
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上川郡清水町日勝峠石山
℡0156-62-4121

httpｓ://www.shimizu-drivein.jp/清水ICから車で5分

グルメ

グランプリ

３連覇

TVで
話題

空港
Airport Roadside station

道の駅

Scenic view
展望台

Camp site
キャンプ場

Hot spring
温泉

Field trip site
見学施設

Ski resort
スキー場

Scenic spots
景勝地

National highway
国道番号

National highway
国道

Prefectural road
道道番号

Other public road
道道・主要地方道

Other public road
一般道

DOTO Expressway
道東自動車道

OBIHIRO-HIROO Expressway
(TOLL-FREE)

帯広広尾自動車道


