
No. エリア 店舗名 所在地 TEL 新メニュー名

1 愛別
きのこと湯の里
湯元協和温泉

愛別町字協和143-3 01658-6-5815
　地元愛別産のスペシャルきのこラーメン
＜愛別産きのこを贅沢に使ったラーメン＞

2 旭川 旭川ラーメン　こぐまん 旭川市錦町15丁目2963-43 0166-74-4539
　エペレヌプリラーメン（アイヌ語でエペレ＝小熊、ヌプリ＝山）
＜山盛りの野菜で大雪山の緑を表現したラーメン＞

3 旭川 そば処　そば扇 旭川市高砂台3丁目8-3　和風旅館扇松園内 0166-61-5154
　季節野菜と笹豚のたいせつプレート（1日10食限定）
＜打ち立てのおそば、旭川のブランド豚「笹豚」と季節の野菜を特製のごま味噌ダレで楽しむプレート＞

4 旭川 もめんどき 旭川市3条通7丁目329-3 0166-22-1655
　大雪の恵みグリル
＜メインに旭川産「白美豚の塩麹漬け」。周りには大雪エリアの季節の野菜のグリル。ソースには高砂
酒造の酒粕を使用した一皿＞

5 旭川 マチバル 旭川市2条通8丁目　買物公園通り 0166-23-5977
　旭川産もち豚のサルシッチャと季節の野菜の大雪ピザ
＜道産小麦「エゾシカ」の自家製ピザ生地に旭川産もち豚のひき肉で作ったサルシッチャと季節の野菜を
トッピング＞

6 旭川
アブリーノ

～北の炭火焼ジャンボ焼き鳥～
旭川市2条通7丁目プラネット2・7ビル1F 0166-73-7727

　大雪食材のラーメンサラダ
＜旭川近郊の食材で作るラーメンサラダ。居酒屋定番の味。（季節によって食材に変動あり）＞

7 旭川 ビアンコネロ スポーツバー 旭川市3条通8丁目3条ビル2F 0166-74-8776
　　　　　　　　　　　　・・・
　とろ～りスノーソースの大雪山盛りドリア
＜大雪山の周辺や上空をイメージした彩り豊かなドリア＞

8 旭川 和酒角打　うえ田舎 旭川市4条通8丁目1703-91 0166-25-8222
　北の恵みプレート
＜大人気の塩辛や旭川にこだわったおつまみ5点盛り＞

9 旭川 蕎麦雪屋 旭川市3条通7丁目　谷内写真館ビル1F 0166-23-0011
　雪の大雪山
＜上川町産のそば粉を使用した十割そばにとり天をトッピング。雪に見立てたジュレ状の出汁がそばによく絡む
＞

10 旭川 弐乃雪屋 旭川市3条通8丁目　マルオービル1F 0166-24-3240
　冬の大雪山
＜冬の大雪山をイメージして出汁ジュレと道産韃靼そば茶をかけた冷たいお茶漬け＞

11 旭川 炭火直焼　壱発 旭川市神楽岡8条2丁目1-11　プラタナス通り 0166-74-5518
　塩三点盛り
＜道産のトリトロ、トントロ、ホルモンの三種盛り（塩味）1人前ずつ頼むよりもお得な値段＞

12 旭川 展望レストラン　ハレル 旭川市1条通7丁目プレミアホテル-CABIN-旭川14F 0166-73-7430
　鹿肉のラグーパスタ
＜鹿肉を野菜とトマトソースでじっくり煮込み、パスタの上にはたっぷりのミルクフォームで大雪山
の雪山を表現＞

13 旭川
ベビーフェイスプラネッツ

旭川忠和店
旭川市忠和5条5丁目8-19 0166-63-2700

　大雪山風オム豚角煮
＜旭川近郊で生産された豚肉と野菜を使用したオムライス＞

14 旭川 焼鳥専門　ぎんねこ 旭川市5条通7丁目5・7小路ふらりーと 0166-22-4604
　選べるちゃっぷ丼！
＜人気のチャップ丼に通常はない選べるオプション（ねぎまorチャップ1.5倍）を付けた特別メニュー＞

15 旭川 麺屋くるる　忠和店 旭川市忠和5条6丁目9-17 0166-85-6415
　大雪山ラーメン
＜旭川産の黒大豆を使った旭川の味噌屋さんが作る「黒大豆味噌」をベースに野菜を山のように盛り
つけたラーメン。＞



16 旭川 駅ナカ食堂　なの花 旭川市宮下通8丁目　JR旭川駅構内1F東口側 0166-25-3429
　大雪連峰「旭岳セット」（特盛焼そば+ラーメンセット）
＜旭岳をイメージしたデカ盛りメニュー＞

17 旭川 カフェテラスナウ 旭川市東旭川町下兵村385-6　グリーン造園内 0166-36-5844
　コーヒーゼリーソフトパフェ
＜人気メニューであるコーヒーゼリーの上に、大雪山のようにコーヒーソフトを盛りつけた新メニュー＞

18 旭川 餃子酒場やをら 旭川市春光3条9丁目3-15 0166-73-9011
　スープカレー餃子
＜自慢の水餃子と北海道名物のスープカレーを合わせた一品＞

19 旭川 ラーメン　めん丸 旭川市川端7条10丁目ウェスタン川端店内 0166-55-0765
　大雪連峰「黒岳セット」（特盛り旭川醤油焼そば+小ラーメン（塩）のセット）
＜黒岳をイメージしたデカ盛りメニュー＞

20 旭川 リゾッテリア ガクトレ 旭川市4条通20丁目1720-4 0166-85-6391
　季節のパフェ～大雪山～
＜山をイメージした見た目でパーツ一つ一つも手作りのこだわりパフェ。季節によって旬の食材の変化
も楽しめる一品＞

21 旭川 ダイヤモンドバーガー 旭川市豊岡15条7丁目4-1　あたごコーポ 0166-73-9985
　白い大雪バーガー（チキン）セット
＜東神楽町産小麦を使ったバンズの上からホワイトソースをかけた冬の大雪山をイメージしたバーガー＞

22 旭川 福吉カフェ　旭橋本店 旭川市常盤通2丁目1970-1 0166-85-6014
　ベリーソースの大雪ロコモコ丼
＜火山活動によって現在の姿になった大雪山を赤ビーツとベリーのソースで表現したロコモコ＞

23 旭川 焼鳥倶楽部　ふとっぱらや 旭川市3条通6丁目アークヒルズビルB1F 0166-24-5366
　たいせつ火口フォンデュ
＜季節の野菜を使った、大雪エリアの景色を表現した彩り豊かな一品＞

24 旭川 氷雪庵
旭川市神楽4条6丁目1-12

あさひかわ道の駅フードコート内
電話なし

　とりなめこそば
＜道産食材にこだわったおそば。なめこは愛別産＞

25 旭川 羅亜～麺　加藤屋4条店 旭川市4条通7丁目つつじプラザビル1F 0166-22-2202
　旭川醤油ホルメン（冬ちから）
＜北海道食材を使った旭川B級グルメ。麺は今回だけの特注麺を使用＞

26 旭川 エノテカ イル ジェンティーレ 旭川市3条通8丁目 AYLITビル1F 0166-21-3691
　美瑛牛　牛スジの赤ワイン煮込み
＜美瑛牛を時間をかけて丁寧に煮込んだワインにぴったりの一品＞

27 旭川 田舎横丁 旭川市緑が丘5条4丁目4-37 0166-66-8177
　海鮮盛り（大雪バージョン）
＜自慢の海鮮を大雪エリアを意識して彩り良く盛り付けた刺身の盛り合わせ。＞

28 旭川 クレイジースパイス 旭川市緑町19丁目2856 0166-55-9014
　大雪周遊　旬野菜のオムカレー
＜大雪エリアの季節の旬野菜をワンプレートに盛り付け＞

29 旭川 居酒屋ふくろう亭 旭川市5条通7丁目5・7小路ふらり～と 0166-25-0296
　大雪ステーキプレート
＜地元の牛肉を使ったステーキの上に、雪に見立てたとろろをかけ、季節の野菜を添えた一皿。本わさび
でお召し上がりください＞

30 旭川 お持ち帰り専門店　とり丸亭 旭川市永山4条10丁目1-17 0166-47-8869
　とり丸亭の大雪ラベンダー弁当
＜ラベンダーザンギを中心として、大雪エリアを意識した盛り付けにこだわったお弁当。＞

31 旭川 居酒屋　バンガロー 旭川市4条通6丁目丸善ビルB1F 0166-22-2786
　帆立のバター醤油焼と豚しゃぶサラダ
＜大雪エリアの自然を表現したサラダと北海道の定番「帆立バター」「じゃがバター」をセットに
した一品＞



32 旭川 北海道さかな一途　直営 魚問屋 旭川市3条通7丁目1-2ヨネザワセブンビル1F 0166-23-0835
　たいせつ魚どんこぼれ雪飯
＜北海道の形をした木板のど真ん中に道産100％刺身を豪快に盛りつけた新メニュー＞

33 旭川 蕎麦と料理おかだ紅雪庭 旭川市5条通16丁目1099 0166-22-5570
　旭川・愛別産きのこのミニかき揚げ丼
＜旭川近郊の食材にこだわったミニかき揚げ丼。丼のたれは今回のためにつくった特製ダレ＞

34 旭川 レストランとまと 旭川市1条通6丁目　スマイルホテル1F 0166-22-5558
　イカゲソ丼大雪山盛り
＜人気メニューげそ丼を大雪山を意識した盛り付けにしたボリューム満点メニュー＞

35 旭川 ハルニレカフェ 旭川市7条通8丁目39-16 080-8294-7670
　ご近所素材の野菜たっぷり彩りプレートごはん
＜上川近郊の美味しい野菜や素材をふんだんにつかったプレート＞

36 旭川 和心洋才　睦月 旭川市3条通8丁目1705-47 0166-74-6235
　旭川いも豚のローストと愛別産きのこの焼き浸し
＜大雪エリアの食材にこだわった、旨味たっぷりの新メニュー＞

37 旭川
ジェンティーレ アネックス

アンティ
旭川市3条通8丁目　3条ビル1F 0166-74-6213

　美瑛牛　炭焼きローストビーフ
＜美瑛牛を使ったローストビーフ。超低温料理と炭焼きの2つの調理法が生み出す食感と香りに虜になる
こと間違いなし＞

38 上川
山のイタ飯と洋食屋

ビアグリルキャニオン
上川郡上川町字層雲峡 01658-5-3361

　上川産渓谷味豚ロールロースト
＜大雪山の大自然が育んだ湧水と、上川特産のもち米によって健康に美味しく育った上川町自慢の
渓谷味豚を行者ニンニクで巻いてじっくりローストした一品＞

39 上川
飲み食い処
大雪茶屋

上川郡上川町層雲峡温泉　ホテル大雪　東館B1F 01658-5-3211
　上川ブランド豚　ミトン豚のピリ辛炙りチャーシュー飯
＜上川のもち米を食べて育った上川町産のブランド豚「味豚」を柔らかなチャーシューにし、それを
山の形に盛り付け、てっぺんには活火山をイメージした糸唐辛子をトッピング＞

40 上川 軽食・喫茶　ツリーバード 上川郡上川町層雲峡温泉 01658-5-3189
　上川産渓谷味豚のソーセージをのせたデラックスカレー
＜大雪山の大自然が育んだ湧水と、上川特産のもち米によって健康に美味しく育った上川町自慢の
渓谷味豚のソーセージ、さらにザンギをトッピングしたオリジナルカレーライス＞

41 鷹栖
レストラン・ドッグラン＆カフェ

山恵
上川郡鷹栖町13線16号 0166-87-4229

　大雪山の色彩・恵みプレート
＜鹿肉の唐揚げ等を澄み渡る大雪山の風景をイメージして盛りつけたプレート＞

42 東神楽 ミルクスタンド　エスペリオ
上川郡東神楽町東2線16号98番地

旭川空港2F出発ロビー左
0166-73-6608

　空パフェ
＜大雪山をイメージしたボリューム満点の空港限定パフェ＞

43 東神楽 キッチン・マロン 上川郡東神楽町10号北3 090-2813-9620
　そば（ハーフ）＆カレー（ハーフ）セット
＜東神楽の製麺所で製造したそばと店主こだわりのカレーをそれぞれハーフサイズでセットにし、
その他いなり寿司、アイス、コーヒーもついたボリューム満点の新メニュー＞

44 東神楽 ゆい・ゆい本舗 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目1-3 0166-76-4237
　たいせつ ときめき★セット
＜シフォンケーキ・アイス・白玉ぜんざいで自然豊かな大雪をイメージ。セットにはドリンク
（オレンジ・アップル・コーラ・ジンジャエール・カルピスから選択）付＞

45 東神楽 喫茶　東御料館 上川郡東神楽町ひじり野北1条10丁目1-23 0166-83-2490
　大雪山肉そばセット（コーヒー付）
＜大雪山の緑、岩、雪をトッピング（野菜・肉・玉ねぎ）で表現。こだわりの自家焙煎コーヒーも
ご賞味あれ＞

46 東神楽
こぐまグループ

旭川ラーメン東神楽店
上川郡東神楽町南1条西3丁目1-1 0166-83-2510

　大雪自然ラーメン
＜大雪山の雄大さとその麓に広がる上川盆地の緑豊かな景色を野菜やチャーシューで表現。麺は
道内産「ゆめちから」100％で硬めの食感が楽しめる＞
※味は正油・みそ、塩、辛みそから選べます。

47 東神楽 ブッフェ＆カフェ　OMP
東神楽町ひじり野南1条6丁目1-1

アルティモール東神楽店内
0166-76-4111

　スモークサーモンのクリームソースピッツァ サラダ仕立て
＜チーズを雪に見立て、大雪エリアの冬を表現したピザ。トッピングはスモークサーモンとクリーム
ソースと野菜のサラダ仕立て＞



48 東川 ＃ナウカフェ　ヒガシカワ 上川郡東川町南町1丁目5-6 050-1188-9690
　トロピカルワッフル
＜東川で流行りのエッグワッフルを使用した彩り鮮やかなパフェ＞

49 東川 パブリックバー　ペペンペン 上川郡東川町南町1丁目5-6 0166-73-8812
　タコミンタライス
＜水菜で旭岳の緑をイメージしたタコライス＞

50 当麻
ノスタルジックジャパン

和のみ
上川郡当麻町6条東4丁目1-6 0166-56-5011

　大雪お山丼
＜鶏天を大雪山に見立てて盛り付けし、オリジナルの野菜麻婆ソースで仕上げた一品＞

51 比布 ばらえてぃきっちん　紙風船 上川郡比布町基線4号 0166-85-3838
　比布うま塩きのこラーメン
＜比布町内で採れた風味豊かな舞茸と生キクラゲをふんだんに使い、知床地鶏と比布のブランド卵
「かっぱの健卵」の半熟卵をトッピングした比布の旨味が詰まった紙風船オリジナル塩ラーメン＞


