鷹栖
畜産物

農産物

NO

加工品

らんらん

CHI KA RA
マップ

ふっくらおいしいお米、採れたての新鮮野菜、
ジューシーなお肉、それらを使った加工品など、
鷹栖町にはおいしい農産物・畜産物・加工品がいっ
ぱい。
このマップでは、町内の農産物・畜産物・加工
品をどこで楽しむことができるかをまとめていま
す。
ぜひ、ご活用いただき、「農業のまち 鷹栖町」
の魅力を満喫しください。
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旭川市内の農産物直売所
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旭川市東鷹栖１条３丁目 635 番地の 15
☎0166-57-2141 10 時～ 18 時（休 月曜日）
〇JA あさひかわ農産物直売所あさがお
永山店 旭川市永山２条 19 丁目
☎0166-48-7590 10 時～ 17 時
神楽店 旭川市神楽５条８丁目
☎0166-63-5725 午前 10 時～ 5 時
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令和３年７月１日現在

Da・マルシェ北野店
米 野菜

北野東4条1丁目
☎0166-73-6456
通年
9:00～20:00

加工品

無人野菜直売所

㈱米最高 前田
野菜

9線6号
7月～10月
9:00～17:00

北野地区のJA女性部の皆さんが真心こ
めて育てた自慢の新鮮野菜がいっぱ
い！王道の野菜からチョット珍しい野
菜までいろいろな野菜が楽しめます。

３軒で協力して開設している無人野菜
直売所。トマト、ピーマンをメインに
季節によって様々な野菜が置いてあり
ます。お気に入りの一品を探してみて
ください。

みつばち工房山路

㈲助安農場

15線10号
☎0166-87-5344
通年

はちみつ

鷹栖町近郊で採れたはちみつを販売し
ています。大人気のアカシアをはじめ、
複数種類を用意しており、少量から大
容量まで規格も豊富に取り揃えていま
す！チコリ、とわ北斗が直売店となっ
ています。

原崎農園
12線14号
通年
9:00～17:00

野菜

11線11号
☎0166-87-3612
通年 8:00～18:00

米 野菜
加工品 体験

夏はきゅうり、トマト、オクラに珍しい
生きくらげ。冬はMAXジャンボ椎茸に越
冬野菜をご用意！
乾燥椎茸と乾燥きくらげ、免疫力と旨味
をアップする椎茸パウダーは年中ご用意
しております。もちろん精米したてのお
米もありますよ☆
※収穫体験は事前にご連絡下さい

鹿肉レストラン 山恵
要予約

肉

加工品

13線7号
☎0166-87-3964
10月～翌7月
9:00～17:00

㈲稲華屋

米 要予約

精米したてのおいしいお米を是非食べ
てみてください！ななつぼし、あやひ
め、きらら397をオリジナルブレンド
した聖のめぐみがおススメ！

11線7号

加工品 体験
☎0120-193-178
通年（休/日曜日）
8:00～17:30 （土曜は～17:00)
美味しいお米のほかにトマト、スイー
トコーン、メロン、きゃべつ、白菜な
どの新鮮野菜、トマトジュース、味噌、
三升漬など加工品も豊富に取り揃えて
います。詰合セットもあり、配送・収
穫体験・ネット予約も可能です！

地産地消の店チコリ

新田ファーム
モゥーちゃん家
南1条3丁目
☎0166-76-1430
通年（休/水曜日）
10:00～18:00

伝承館
米 野菜

肉
加工品

生まれも育ちも鷹栖町、エサにも町
産の飼料を与え、ストレスをかけず
に育てあげた鷹栖牛。BBQやすき焼
き・しゃぶしゃぶにはもってこいの
逸品です。

花かいどう朝市

南1条2丁目
☎0166-87-3455
通年（休/日曜日）
9:30～18:00

米

野菜
加工品

お米、トマトジュース、はちみつのほ
か、町内産のありとあらゆる加工品が
数多く並んでいます。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、
現在は土・日のみの営業

ハスカップファーム

たかすマルシェ

体験
17線16号
☎090-6267-1200
7月上旬から7月下旬（休/雨天時）
８:00～16:00

北1条3丁目
野菜
（鷹栖地区住民センター） 加工品
☎0166-74-3582
7/11,25 8/29 9/12,26 10/10
9:30～12:30

黒実鶯神楽（くろのみうぐいすかぐら）
（㈱鷹總）
体験

自分で収穫できます。
また、町内のバイオアグリたかすでは、
当ファームのハスカップを使用した
ジャムやジュースも販売しています！

消費者と生産者がつながるマルシェ。
新鮮な旬の野菜や製菓、加工品、雑貨
などを販売しています。おいしい、う
れしい「ええもん」と出会えますよ！

４品種のブルーベリーそれぞれの違い
をお楽しみいただけます。食べながら
摘んでいるとついつい時間を忘れてし
まうほど熱中します！

野菜
加工品

グラスファーム
（竹村農園）

生産者から直接買える鷹栖産新鮮野菜
や町内加工グループのおいしい加工品
をご用意しお待ちしております。
また、季節のイベントも計画していま
すので、お立ち寄りください。

21線16号 ☎080-9614-6608
7月中旬から8月中旬
（休/雨天時、月、木、金）
9:00～17:00

南2条2丁目
☎0166-87-5032
通年（休/日曜日）
9:00～17:00

とわ北斗

腕利きの猟師が適正に処理した鹿肉を販
売。ソーセージ、ロースハム等の加工品
も取り揃え、レストランでは鹿肉を使っ
た美味しい料理を楽しめます。また、併
設のドッグランでご愛犬とのひと時もお
楽しみ下さい。

（レストラン11:00～17:00 LO16:00）

バイオアグリたかす

鷹栖牛や町産野菜などを使い自社で加
工した商品を数多く販売しています！
ビーフシチューやミートソースなどレ
トルト商品も絶品です。夏季は店舗前
にて野菜の無人販売も実施。

14線17号
☎0166-87-5630
通年
11:00～15:00

大豆、トマト、アスパラ、ピーマン、
なす、玉ねぎ、じゃがいも、ニンジン、
白いとうもろこし、かぼちゃ、葉物野
菜などなど四季折々の多品目の野菜を
用意しております。予約はホームペー
ジからお願いします。

原崎農園の大豆を使用した豆腐が自慢
の商品！館内ではその豆腐を使った食
事も提供もしており、自社農場で育て
たぶどうのワインも楽しめます！
※コロナウイルス感染拡大防止のため、
現在休館中

腕自慢の方々が作った新鮮野菜や伝承
館のお豆腐、トマトジュース、鷹栖町
産ななつぼしなど鷹栖産の農産物・加
工品等を販売しています。

野菜
13線16号
☎0166-87-3838（四季の里） 加工品
7/3,17 8/7,21 9/18 10/2,16
9:30～11:30 （売り切れ次第終了）

13線16号
☎0166-87-4229
通年（休/火曜日） 9:00～17:00

加工品
18線9号
☎0166-87-4446
通年（休/火・水）
11:00～21:00 (14:30～17:00休館)

米

野菜

加工品

15線19号
☎0166-87-5031
通年（不定休）
9:00～17:00

加工品 要予約

アップルラベンダージュース、ラベ
ンダーアロマなど自家栽培ラベン
ダーを使った商品がおすすめ！ハン
ドクリーム、アロマオイルなども人
気を集めています。

おなかいっぱい
食べよう！

※商品は時期により変動す
る場合がありますのであら
かじめご了承ください。
発行/鷹栖町産業振興課農業振興係

☎0166-74-3582

