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＊店舗紹介（西紋・東紋エリア）＊

ブルーグラスファーム

雄武町字北雄武355番地の１
☎0158-84-3483
🈺9:30～17:00㊡火曜日

3

おこっぺアイス
直売店

興部町字興部107-57
☎01588-2-2961
🈺10:00～18:00  ㊡火曜日(8/3、10営業)

4

チーズ工房アドナイ

興部町字興部914-12
☎01588-2-3133
🈺10:00～17:30㊡不定休

5

PINELAND FACTORY 
～仔牛のはなさき店～

興部町北興40番地
☎0158-82-2033
🈺11:00～17:00
㊡不定休(HPに記載）

6

ノースプレインファーム(株)
ミルクホール
興部町北興116-2
☎0158-82-2422
🈺10:00～17:00
㊡火曜日

7 興部町字宇津99-8
☎01588-8-2611
🈺10:00～17:00
㊡水曜日

「ミルクの夢」（冨田ファーム）8

★みるとんはうす
紋別市上渚滑町上東198
☎0158-25-2900
🈺10:00～16:30
㊡火曜日

オホーツクファーム喜多牧場

★海洋交流館内フードコート
紋別市海洋公園1番地
🈺10:00～16:30  ㊡不定休

ノルディックファーム遠軽本店

遠軽町生田原伊吹131-3
☎0120-369-557
🈺10:00～18:00
㊡火曜日

9

西おこっぺ村アイスクリームラボ
道の駅花夢販売店

西興部村字上興部37
（道の駅花夢）
☎0158-87-2333 🈺9:00～17:00
㊡火曜日
※火曜日が祝日の場合は翌日

御菓子司 大月

佐呂間町字永代町７０
☎01587-2-3613
🈺9:00～19:00（日/～15:00）
㊡不定休

高砂屋菓子舗

★イオン紋別店
紋別市花園町３丁目4-39 イオン紋別店内
☎0158-23-6555
🈺9:00～19:00 ㊡無休

★本店
紋別市上渚滑町３丁目23
☎0158-25-2322
🈺9:00～19:00 ㊡不定休
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←各店舗の情報や
地図は、HPに掲載
しています。



＊店舗紹介（斜網エリア）＊

網走市字呼人418
☎0152-48-3053
🈺10:00～17:15
㊡不定休

千秋庵
斜里町文光町49
☎0152-23-5437
🈺9:00～19:00
㊡不定休

2
和洋菓子のモンブラン 斜里店1

和洋菓子のモンブラン 清里店3

美富ベーカリー
美幌町美富 29-1
☎0152-77-3393
🈺10:00～15:00
㊡水曜日

清里町水元町5
☎0152-25-3221
🈺9:00～18:00
㊡日曜日

斜里町本町30-23
☎0152-23-3566
🈺9:00～18:00
㊡日曜日

←各店舗の情報や
地図は、HPに掲載
しています。

手作り焼き菓子
KanaKana

網走市南６条西２丁目８番地
☎0152-43-6789
🈺14:00～19:00（当面の間）

㊡火・水曜日※商品なくなり次第クローズ

5 網走スウィーツ スポンジ屋

網走市南４条西１丁目4-1
☎0152-44-5801
🈺10:00～19:00
㊡月・火曜日

6

cafe＆cake 風花
網走市呼人121-7
☎0152-48-2006
🈺10:00～18:00
㊡水曜日

7

プチレーブ

網走市駒場北５丁目83番地８
☎0152-67-7762
🈺10:00～19:00
㊡火曜日

4

ひがしもこと乳酪館
大空町東藻琴409-1
☎0152-66-3953
🈺9:00～17:30
㊡5月-10月 月曜日

11月-4月 月・火曜日

すがの商店
大空町東藻琴353
☎0152-66-2723
🈺8:00～18:30
㊡日曜日

8

たまや菓子店

大空町女満別西１条４丁目2-4
☎0152-74-2613
🈺9:00～19:00
㊡日曜日

9 お菓子のやまもと

美幌町仲町１丁目116
☎0152-73-3445
🈺9:00～18:30

㊡日曜日（営業の場合もあり）

10

11

ジェラテリアRimo

2

PANE イタリアのキッチンより
美幌町美芳7-17
☎090-1380-0507
🈺10:00～完売まで
㊡日・月曜日

12

１

2



御菓子処 一勝庵

北見市北４条西５丁目１１番地
☎0157-23-3733
🈺8:00～16:00
㊡水曜日

ケーキ銘菓のしのはら

津別町字本町67番地
☎0152-76-2064
🈺8:30～18:30 ㊡不定休
（日・祝日/～18:00）

13

15 菓子處大丸

★パラボ店
北見市大通西２丁目１番地
パラボ地下１階
☎0157-31-5268㊡火曜日
🈺10:00～18:30 ※曜日により変更あり

★本店
北見市北２条西２丁目14番地２
☎0157-24-2816
🈺8:30～18:00 ㊡火曜日

清月
★一番街本店
北見市北１条西１丁目10
☎0157-23-3590
🈺9:30～18:00 ㊡元日

★屯田支店
北見市とん田西町226-1
☎0157-61-1123
🈺9:30～18:00 ㊡不定休

銘菓処 宝屋

北見市三住町15番地
☎0157-23-3961
🈺9:00～18:00 ㊡木曜日

16

17

18

3

道の駅あいおい（クマヤキ）

津別町字相生83-1
☎0152-75-9101
🈺9:00～17:00
㊡火曜日

14

西北見

北見

美幌方面

大丸
パラボ店

イオン

相内

おかしの大雪庵
北見メッセ店

Do Waffle!

大丸
本店

清月
本店

北見市街地拡大図
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18

北見市

30
29

2825

おかしの大雪庵
留辺蘂東町店

＊店舗紹介（北見エリア）＊

＊店舗紹介（斜網エリア）＊

15~27

←各店舗の情報や
地図は、HPに掲載
しています。



Do Waffle!

北見市山下町2-4-20
☎080-8625-9593
🈺11:00～19:00
㊡月・火曜日

日日ベーカリー

北見市卸町３丁目９番地４
☎0157-36-3120
🈺10:00～15:00
㊡土・日曜日、祝日

パティスリー ノノン

北見市北進町７丁目13-5
☎090-2813-2772
🈺10:00～18:00
㊡心折れた日

バースデーイヴ

北見市とん田西町218-43
☎0157-22-5108
🈺10:00～19:00
㊡水曜日

ふじや菓子舗

北見市留辺蘂町温根湯温泉194
☎0157-45-2228
🈺8:00～19:00
㊡無休

おかしの大雪庵

★留辺蘂東町店
北見市留辺蘂町東町22-1
☎0157-42-5030
🈺10:00～19:00 ㊡不定休

★北見メッセ店
北見市中央三輪５丁目423-5
☎0157-36-3523
🈺10:00～20:00 ㊡無休

ティンカー・ベル

北見市高栄西町９丁目1-3
☎0157-24-7780
🈺10:00～19:00
㊡月・第３火曜日

レストラン エフ

北見市留辺蘂町旭西220
☎0157-42-4574
🈺11:00～19:00
㊡水曜日

御菓子司 圓泉堂

北見市相内町135-19
☎0157-37-2541
🈺8:00～19:00
㊡第１月曜日

ラ・ナチュレーブ

北見市高栄東町１丁目3-55
☎0157-24-8820
🈺10:00～19:00 ㊡水曜日

北見の菓子司 羽前屋

北見市中央三輪９丁目1-6
☎0157-36-7777
🈺9:00～18:00
㊡不定休

オリーボル

北見市常盤町５丁目2-4
☎0157-31-0067
🈺9:00～17:00
㊡火・水曜日
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＊店舗紹介（北見エリア）＊


