
東川の美味しさを満喫♪お食事券を使って東川の味を堪能しよう♪

東川の温泉や自然体験のスポット巡って癒やされよう♪

東川の名物をテイクアウトするおみやげ巡り♪

食べる！

東川町では、町内100以上の事業者で
貯まり、使える、行政連携のポイント
カード『ひがしかわユニバーサルカード
（ＨUＣ）』を昨年導入し、多くのみなさん
に使って頂いております。

ひがしかわユニバーサルカード(HUC)について

※写真はイメージです。

東川みちくさドライブラリー　B3　外面

今年も東川巡ってお気に入りの
場所を写真コンテストで応募しよう！

200円券対象メニュー

住所/南町1丁目2-4　☎82-2747
営業時間/11：00～14：00・17：00～21：00
定休日/第1・3日曜日

店内全メニュー
100％東川米を使用し、お寿し・
定食・丼物・ラーメン何でもありま
す！！ つけダレにもこだわった手打
ちそばも人気♪♪
ぜひ皆様ご賞味あれ！！！

笹寿し1

200円券4枚メニュー

住所/西4号北46　☎82-4646
営業時間/11：00～14：00・16：00～20：00
定休日/無し

エビ天丼 きららソフトクリームなど
売店商品10％OFF
大エビ3本てんこ盛りのエビ天
丼☆あつあつの野菜天丼、むか
しながらのラーメン、ぜひ食べて
下さい。
スタンプ
もらおう

キトウシ高原ホテル 食事処きらら4

200円券4枚メニュー

住所/西町4丁目2-20　☎82-5057
営業時間/11：00～19：00
定休日/期間中休み無し

上生ちらし
（お持ち帰りの方は事前にお電話ください）

厳選素材の活きた旨さを職人が
心を込めて伝えます。
店内にイートインスペースもあり
ます。
手造りの味をお楽しみください。

スタンプ
もらおう

スタンプ
もらおう

寿司工房 西乃家2

200円券4枚メニュー

住所/1号北44　☎82-3859
営業時間/11：00～17：00
定休日/不定休

ベーグルサンド or タコライス
（共にドリンク付）

店内でチケットご利用の方にはアイスクリームをサービス
特典メニューのテイクアウトできます。（800円）
静かな池のほとりでゆっくり過ごして
下さい。食事はボリュームたっぷりの
特別メニュー2種の他、デザートも用
意しています。是非ご賞味下さい。

スタンプ
もらおう

Café HANA 5

200円券4枚メニュー プラスサービスは

プラスサービスは

プラスサービスは プラスサービスは

プラスサービスはプラスサービスは

プラスサービスは

プラスサービスは プラスサービスは

プラスサービスはプラスサービスは

プラスサービスは

プラスサービスはプラスサービスは

プラスサービスは

プラスサービスは

住所/東町1丁目1-1　☎56-3060
営業時間/11：00～15：00
定休日/火曜日と月末月曜日（冬期土日休みあり）

煮ゴボウ天うどん＆おいなりさんのセット 先着5家族様
佃煮1パックプレゼント
毎朝手打ちで、できたてのうどん
を提供しております！
皆様、お待ちしておりま～す！

スタンプ
もらおう

讃岐うどん 千幸（ちゆき）3

200円券対象メニュー

住所/北町5丁目4-6　☎82-3177
営業時間/11：30～20：00（L.O.19：30）
定休日/不定休

店内全メニュー オリジナルドリップコーヒー
1袋レゼント
天ぷら・おそば・カレーとメニューは
豊富。コーヒー、カフェメニューも充
実。東川のおいしい水で取ったダ
シで作ったタレで食すそばは絶品。

スタンプ
もらおう

いっぷく茶屋 風和6

特典交換メニュー

住所/南町1丁目1-3　☎82-3004
営業時間/8：30～19：30
定休日/第1・第3・第5水曜日（5月3日は営業）

米粉のオムレット、東川ネージュ、イチゴショート、
ショコランヌ、ガトーショコラ、チーズケーキ、
ドゥブルフロマージュよりお好きなケーキ2個

大雪山の恵みに感謝

スタンプ
もらおう

ゝ月庵（てんげつあん）7
特典交換メニュー

住所/西町9丁目1-23　☎82-3301
営業時間/8：00～19：00
定休日/不定休

仙年みそこし500g
たまり汁200ml 1本

パスポート利用の方
1組1回お楽しみくじ
大正13年創業。原料は道産米・道
産大豆を使用。大雪山の伏流水で
仕込み、1年以上じっくり熟成させた、
こうじ菌が生きた無添加の生みそ。

スタンプ
もらおう

平田こうじ店8
特典交換メニュー

住所/南町1丁目1-1　☎82-2432
営業時間/10：00～16：00
期間中、道草館前で営業します

焼鳥6本 焼鳥1,000円以上お買
い上げで1本サービス
お楽しみの合間に、おいしい焼
鳥をご賞味ください。

スタンプ
もらおう

安原商事9

特典交換メニュー

住所/西町6丁目2-1　☎82-3545
営業時間/8：30～17：00
定休日/日曜日・水曜日（期間中は営業）

旭川生ら～めん3食入 先着30名様に大雪生そう
めん2食入1袋プレゼント
11年目に突入！ 直売会「ちゅるCｈuｒ
u」イベントが下記日時より始まります。
日時5月20日㈰雨天決行。時間10時
～15時、場所/旭川製麺駐車場

スタンプ
もらおう

旭川製麺㈱13
特典交換メニュー

住所/北町12丁目11-1 ☎56-0099
営業時間/10：00～18：00
定休日/水・木曜日

ドリンクメニューから1杯サービス
スペシャルティコーヒーに特化し
た自家焙煎店。田園の真ん中に
建つ古い納屋に手を加えた店
舗で高品質コーヒーの美味しさ
をお届けしています。

スタンプ
もらおう

yoshinori coffee（ヨシノリコーヒー）14
特典交換メニュー

住所/東7号北3　☎090-2053-3534
営業時間/10：00～売り切れまで
定休日/火・水曜日

食ぱん1ヶ（2枚入）＋菓子ぱん3ヶ
東川のゆめぴりか100％（グルテ
ン15％入り）のお米のぱん専門
店です。天皇・皇后両陛下御来
旭の時、お夜食に召し上がって
いただいたきめ細かいぱん。グル
テンフリーの食パンもあります。

スタンプ
もらおう

ぱん工房 「メルヘン」15

特典交換メニュー

住所/東町1丁目1-18　☎82-2543
営業時間/7：00～19：00
定休日/1月1日

豆腐1丁、コンニャク1枚 パスポート持参の方に限り、
通常1枚105円のがんもどき
1枚100円で提供します
道産大豆使用、大雪山の伏流水、90
年続けてこれた感謝。東川の町を楽し
んで頂き、御利用頂ければ幸いです。
スタンプ
もらおう

宮崎とうふ店10
特典交換メニュー

住所／南町1丁目5-1　☎68-4011
営業時間／9：30～20：00（通常）・9：00～20：00（日曜・1日・15日）
定休日／年中無休

東川米 ほしのゆめ 1㎏ 特典交換のお客様に
粗品プレゼント
生産者と直結！！
新鮮野菜が目白押しもぎたて市
コーナー！！

スタンプ
もらおう

ホクレンショップ ひがしかわ店11
特典交換メニュー

住所/北町9丁目1-5　☎82-4148
営業時間/6：00～19：00
定休日/不定休（1月1日、2日のみ休み）

寄せとうふとおからくっきー もめん豆腐と生湯葉をセットで
お買い上げのお客様で先着30名様
おからくっきーお試しパックプレゼント
手造り豆腐
生湯葉も好評販売中！！

スタンプ
もらおう

㈱けんめい 平田とうふ店12

特典交換メニュー

住所/1号北44（クラフト街道）  ☎82-4386
営業時間/9：00～17：00
定休日/水曜日

少し大きい「可愛い小皿」1枚 「そば茶」と「おからクッキー
（東川町のゝ 月庵さん製作）」を
パスポート所有者全員に無料提供！！
匠の技術と高品質オリジナル色
粘土が特徴の創作陶芸工房＆
ギャラリー。
スタンプ
もらおう

理創夢工房16
特典交換メニュー

住所/東2号北7線　☎82-4025
営業時間/10：00～18：00
定休日/月曜日

キーホルダー
モモンガ等の動物キャラクター
製品がいっぱい。

スタンプ
もらおう

鈴木工房クラフトショップ17
特典交換メニュー

住所/1号北44　☎68-4125
営業時間/10：30～17：00
定休日/月曜日（祝祭日の時は火曜日）

ペン皿・カード立て・コースターのいずれか1つ
木象嵌（木をはめ込んだ絵）入り
のトレー額絵などギフトに最適。
喫茶コスモス併設。気軽にお越
し下さい。

スタンプ
もらおう

相和工房18

特典交換メニュー

住所/東町1丁目19-8　☎82-4700
営業時間/10：00～17：00（展示最終日のみ15：00まで）
定休日/無休（年末年始のみ）、作品入替日

岩合光昭写真展 入館料無料 チケットを利用し入館した方に限り、抽選によりカメラバッグ、ドリンク
ボトル、写真甲子園キューピー、または写真図録をもれなくプレゼント
期間中は動物写真家・岩合光昭さんの写真
展「岩合光昭の世界ネコ歩き」を開催します。
ファンならずとも楽しめる岩合さんの愛らしい
ネコ写真の数々を心ゆくまでご堪能ください。
5月16日㈬18：00から、ギャラリートーク＆サイ
ン会も開催！ ぜひお立寄りください！

スタンプ
もらおう

写真の町 東川町文化ギャラリー19
特典交換メニュー

住所/東3号北21　☎82-5338
定休日/不定休（予約必要）

小物いろいろ
アイディア満載の家具が広いギ
ャラリーにあふれています。
たのしいグッズもあります。

スタンプ
もらおう

アール工房20
特典交換メニュー

住所/東町1丁目17-5　☎82-2628
営業時間/9：00～17：00
定休日/日曜日（不定休）

土壌改良セット・生ゴミ消臭セット
どちらか一つ

畑のメンテナンスに！！
家庭菜園で使える資材を多数
取り扱っています！
敷地内に手作り雑貨店OPEN！
お立ち寄りください！

スタンプ
もらおう

㈲まるイ ノザワ物産21

特典交換メニュー

住所/天人峡温泉　☎97-2141
入浴時間/12：00～19：00
定休日/無休

日帰り入浴 売店商品10％OFF
大自然を満喫しながら、露天風
呂に入り、心身共にいやして頂
けたら幸いです。

スタンプ
もらおう

御やど しきしま荘22
特典交換メニュー

住所/天人峡温泉　☎97-2111
入浴時間/12：00～17：00（タオル持参下さい）
定休日/無休

日帰り入浴
源泉かけ流し100％
野趣あふれる露天風呂など
ご堪能下さい。

スタンプ
もらおう

天人閣23
特典交換メニュー

住所/進化台781-6　☎82-0800
営業時間/9：00～18：00
定休日/日曜日

「米袋から作る米（マイ）バッグづくり」・「バードコールづ
くり」のいずれかを体験できます（材料なくなり次第終了）。

パスポートご持参の方に限り、特典
体験を特別価格で体験できます。
米袋バッグづくり体験ではワークショ
ップ用の簡単な作り方となります（ミシ
ン使用のため中学生以上）。バードコ
ールはどなたでも体験できます。受付
時間10：00～16：00。
スタンプ
もらおう

㈲アグリテック24

特典交換メニュー

住所/西4号北46番地　☎82-6500
営業時間/9：00～18：00
定休日/土曜日・日曜日

「小枝スプーンづくり」を体験でき
ます。（材料がなくなり次第終了）

連休中の大雪山自然学校は「木育ひ
ろば」がオープン！子どもから大人まで
誰もが、森のめぐみである木のあるく
らしを体験できます。◆薪割り体験
◆のこぎり枝切り体験◆木を燃料に
した薪ストーブが楽しめます!薪ストー
ブで焼きたいものの持参歓迎です。
桜林と田んぼが広がる東川町を望む
絶景スポットでお待ちしています!
スタンプ
もらおう

大雪山自然学校25
特典交換メニュー

住所／西5号北44番地　☎82-2632
営業時間／10：00～16：00
定休日／月曜日～金曜日（祝祭日・GW・夏休みを除く）

ゴーカート乗車券
（1人乗り又は2人乗り）2枚

乗車したお子様に
お菓子プレゼント
全長700メートルのコースは、アッ
プダウンやヘアピンカーブが多く、
新緑の中を気持ち良く楽しめます。
子供はもちろん大人も大満足！！

スタンプ
もらおう

キトウシ・ゴーカート26
特典交換メニュー

住所/西4号北46　☎82-4646
営業時間/9：00～22：00
定休日/無休

日帰り入浴
かき氷（旭岳源水の氷使用）

売店商品10％OFF
（パスポートご持参の方）
あったかい温泉とおいしい料理！！ 
暖かいサービスが最高です。

スタンプ
もらおう

キトウシ高原ホテル27

はまる！

おみや！

写真や工芸品のギャラリー巡りで東川をもっと知ろう♪見る！！

お食事券は参加店舗の通常商品に
も使用できます（お釣りはでません）。
お食事券は参加店舗の通常商品に
も使用できます（お釣りはでません）。

参加者のみなさまへ

2018

Go巡っ
て HIGASHIKAWA MEGUTTE GO!

GWは道の駅ひがしかわ
「道草館」に集合！！

スタート（受付） 9：00～12：00
ゴール（抽選）11：00～17：00
※期間中、どちらの日からでもスタートできます。

●5/3●4●日時 木 金
スタート（受付） 9：00～12：00
ゴール（抽選）11：00～17：00
※期間中、どちらの日からでもスタートできます。

●5/3●4●日時 木 金


