何故かまたぎに憧れるエゾシカ。
性別は不明。
角はニセモノ。
森に長く居たせいで言葉はカタコト。
そんな謎多き鹿。
ジンギスカンのジンくんと
友達になりたいらしく、
周りをうろつく。
が、
銃のせいで仲良くなれずに居る。

小樽市

いま人気急上昇中のまたぎのもみじちゃんが︑

ころんとしたフォルム
がかわいい！休憩舎横
のモミジ

紅葉狩りスポットをナビゲート！

profile

◆住所／手稲区手稲前田591-4
◆TEL／011-681-3940

秋にしか見ることのできない︑

ジンギスカン情報は次のページで！

またぎの
もみじち�んと

まずは紅 公園！
赤︑
黄︑
黄金色に染まった美しい紅葉は必見ですよ︒

公 園 の 奥 に あ る﹁ べ に ざ く ら

スポットです︒

むことができ︑目にも︑お腹にも︑

うれしい要素がいっぱい︒

桜山を彩る鮮やかな紅葉と�
おいしいジンギスカン！

26000坪もの広さを誇り︑

秋 は 紅 葉 ︑春 は 桜 の 名 所 と し て 親

年に拓かれたという長い歴
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しまれている私設庭園
﹁紅櫻公園﹂
︒ 本 館 ﹂で は ジ ン ギ ス カ ン を 楽 し

明治

史を持ちながら︑近年はアートイ

古きよきものと新しい挑戦が

融合した公園内を散策しながら︑

園内では、
桜の紅葉と針葉樹の
コントラストも楽しめるよ。
のんびり
お散歩しながら紅葉狩りしよう！

ベ ン ト を 開 催 し た り ︑北 海 道 初

10月下旬のサクラと
シラカバの紅葉

ふりっぱー注目Point

のクラフトジンの蒸溜所を新設

見どころは、600m続くカナー
ルの両側にある170本ものポ
プ ラ 並 木 。黄 色く色 付 いた
木々が水面に映り、幻想的な
美しさが目の前に広がります。
毎年11月3日には冬の準備の
ため水抜きをしてしまうので、
その前に訪れてこの季節なら
ではの紅葉美を楽しんで。

色 付 く 紅 葉 を 間 近 に ︑秋 の 自 然

青と黄の競演！
カナールを彩る
ポプラの紅葉並木

し た り と ︑新 し い 取 り 組 み を 進

前田
森林公園

とグルメを満喫しましょう︒

手稲区

め て ど ん ど ん 魅 力を増している

札幌市内＆近郊の紅葉狩りSPOT

巻頭特集

小樽天狗山
空中散歩で向かう
小樽のシンボルも
山全体が秋色に！

十割蕎麦 狸庵

紅 蒸溜所

小樽の街並みと美しい紅葉を
眺めながら、ロープウエイで山
頂へ。赤と黄に色を変えた頂
上では、展望台や天狗の館に
加え、8月下旬にリニューアル
した「TENGUU CAFE（テン
グーカフェ）」もおすすめ。テイ
クアウト商品を片手に、秋の
思い出作りはどうですか？

北海道の自然が薫り立つ
クラフトジンの蒸溜所

コメント
コメント

日本庭園を愛でながら味わう
手打ち十割蕎麦

2018年、北海道初のクラフトジン
の蒸溜所として開設。北海道らし
いボタニカルを使用したオリジナ
ルジン「9148」は、モダンアーティ
スト・端聡氏がデザインしたボトル
とラベルも特徴的。

ジンはべにざくら本館で購入することがで
きます。
また、
長沼
町で製造されてい
る「自由の丘ワ
イナリー 」の
商品も販売

営業時間／11：00〜16：00
定休日／月
（祝日の場合は翌日）

ふりっぱー注目Point
ロープウエイは山麓から山頂まで全長
735m。
眼下に広がるパノラマビューと
美しい紅葉のコントラストはサイコウ!!

小樽港や石狩湾、晴
れた日には暑寒別連
峰や積丹半島が一望
できます

◆住所／小樽市最上2丁目16-15
◆TEL／0134-33-7381
【ロープウエイ料金】
大人
（中学生以上）
／往復1,200円
子ども／往復600円
身体障がい者手帳、
療育手帳をお持ちの方／
往復600円
（窓口で手帳を提示）

園内の地下水を利用し、職人さんが真心込
めて手打ちする十割蕎麦は、腰の強さと蕎
麦粉の風味が絶妙！また、紅櫻蒸溜所のク
ラフトジンを使用した「ジンの蕎麦湯割り」
もここでしか飲めないスタイルで提供されて
おり、
人気の高い一杯です。
営業時間／11：00〜15：00
（LO14：30）
定休日／月

えっ？ぼくが
飲めるの！？

紅 公園
◆住所／南区澄川389-6
◆TEL／011-581-4858
◆営業時間／公園営業時間：10：00〜17：00
狸庵営業時間：11：00〜15：00
（LO14：30）
紅櫻本館営業時間：11：00〜15：00（LO14：30）※土・日曜のみ営業
◆駐車場／100台
（無料）
◆入園散策料／500円
（飲食・ジンの購入の方はかかりません）
小学生以下無料

【クラフトジン】
9148-0101
4,860円
パンチの強い
辛口の味わい
9148-0104
4,860円
フローラルなアロマを
感じるブルージン
他にも魅力的な商品がそろっています

【ワイン】
左：花散里2017
3,380円
野生的でフレッシュな
アタックの赤ワイン
右：夕顔2018
1,880円
鮮やかなバランスの
辛口ロゼワイン
メニューは、
せいろ700円、
せいろ大盛り1,050円。
数量限定の季節のメニューもあるのでお見逃しなく。
ジンの蕎麦湯割りは、
シングル450円、
ダブル550円

公園の駐車場から少し歩いた
ところに建つ、リノベーション
された 趣 がある古民 家 が 狸
庵。店内もモダンな雰囲気で、
ゆったりとした時間を過ごす
ことができます

ジンギスカンのジンくん
等身大ぬいぐるみ

（身長42.9cm）

最大170名まで収容可能の広々とした空間で、
人気の生ラムはもちろん、定番のロールジンギ
スカンも楽しめるお食事処。ロールジンギスカ
ン食べ飲み放題コースは3,700円、生ラムジン
ギスカン食べ飲み放題コースは4,000円。
◆営業時間／11：00〜15：00
（要予約）
◆定休日／月〜金、
12月〜3月

ふりっぱー注目Point

B賞

食べやすい生ラムも魅力的だし、
昔ながらのロールも見逃せない！
何回も行って、
両方楽しむのが正解だね♪

またぎの
もみじちゃん
とことこ
ぬいぐるみ

10名さま
C賞

共通クーポン
ご提示で

D賞

食事利用でソフトドリンク

1杯サービス！

またぎの
もみじちゃん
ミニトートバッグ

ジンギスカンの
ジンくん
A4トートバッグ

10名さま

※他券併用不可
※1枚につき1組有効

10名さま

E賞

F賞

ジンギスカンの
ジンくん
A6クリアファイル
2枚セット

profile
いつも食べられかけている。
にもかかわらず本人はいたって冷静。
「北海道でジンギスカンを食べた方々に、
思い出とともに笑いを持ち帰ってほしい。
」
という願いから誕生。
お土産としてもらった方にも
ぜひ微笑んでいただきたい。

またぎの
もみじちゃん
ポストカード

10名さま

10名さま

右記、二次元コードからご応募ください
応募締め切り

ジンギスカンの
ジンくんと

※飲み放題は、
ビール・ウイスキー・焼酎・お酒・ジュースになります。

1名さま

巻頭特集

ジンギスカンを応援し続けるジンギスカンのジンくんが

A賞

あなたは生ラム派？ロール派？
紅葉を鑑賞しながら味わおう

おすすめする︑
とっておきの4店をピックアップしました︒

今回ふりっぱーに登場してくれた
ジンギスカンのジンくんとまたぎのもみじちゃんから
ふりっぱー読者へ特別プレゼントをいただきました！
抽選で合計51名さまに当たります！

紅 公園
べにざくら本館

秋の自然を満喫した後に︑
お腹いっぱいジンギスカンを食べる⁝

読者プレゼント

南区

そんなスペシャルな1日を存分に楽しみましょう！

ジンくん＆もみじちゃんから

10月15日（火）
ふりっぱー注目Point

ふりっぱー注目Point
ラム肩ロースやラム塩タンなど、
ラム肉の種類が豊富で食べ飽きない！

ジンくん＆もみじちゃんのグッズはここで買えます！

ジンくん
Facebook

ジンくんTwitter
【@jingisu̲jin】

小樽市

中央区

ひげのうし
本店

もみじちゃん
観察日記Twitter
【@dailymomijichan】

小樽ジンギスカン倶楽部
北とうがらし本店

中央区

アサヒビール園
羊々亭

▶

HP

▶

最新情報は
こちらを
チェック！

住所／中央区南2条東2丁目16
営業時間／月・金・土・日11：00〜19：00
定休日／火〜木

▶

011-232-5523

▶

工房アルティスタ購買部

特選羊肉プランは、
特選ラム、
羊肉ロール、
マトン、
ラムタン、
ラム肩ロース、
ラムチョップの
羊肉6種が食べ放題！なんという贅沢!!

2種類の焼き方で
こだわりのラムを食す

共通クーポンを持参して
お得にジンギスカンを食べよう！

ジンギスカン
共通クーポン

ジンギスカン
共通クーポン

有効期間／2019.10.31まで

有効期間／2019.10.31まで

ジンギスカン
共通クーポン

ジンギスカン
共通クーポン

有効期間／2019.10.31まで

有効期間／2019.10.31まで

ジンギスカン鍋と網焼きが用
意されており、2種類の焼き方
でラム肉を堪能。穀物肥育で
育 てた自 慢 の「 プレミアムラ
ム」は、びっくりするほどのや
わらかさ！一人焼肉にぴったり
なお一人様プランも用意！

共通クーポン
ご提示で

日替りジンギスカン

1人前をサービス！
※他券併用不可
※受付時に提示

プレミアムラム
（穀物飼育ラム）
1人前1,620円
（税抜）

011-281-2980

◆住所／中央区南3条西5丁目35-3
◆営業時間／17:00〜翌1:00、
日・祝17:00〜深夜0：00
◆定休日／なし ◆駐車場／なし

ファーストドリンク

サービス
※注文時提示
※1枚につき1組有効
※他券併用不可
※食べ放題使用不可

おいしいビールと
ジンギスカンならここで！

生後6〜10か月の子羊の
新鮮な生ラムを使用！

共通クーポン
ご提示で

生ラムジンギスカン750円、
生ラムス
テーキ1,300円、食べ放題コース
3,000円 ※10月以降価格改定あり

ふりっぱー注目Point
新鮮ラム肉が90分3,000円で
食べ放題！たくさん食べられる
方は食べ放題がお得！

生ラムなのに臭くないのは新
鮮な証拠！新鮮なのでサッと
炙ってレアのまま食べられま
す。小樽の食材とさっぱり自家
製ダレは生ラムと相性抜群！
炭火とオリジナル鍋で食べる
本場のジンギスカンです。

0134-24-8929

◆住所／小樽市花園1丁目10-7
◆営業時間／17:00〜22：30、
日・祝17:00〜22:00
◆定休日／なし ◆駐車場／なし

地下鉄すすきの駅 2番出口よ
り徒 歩 3 0 秒と好アクセスの
羊々亭。おすすめの特選羊肉
プラン食べ放 題4, 20 0円（飲
み物別）は、なんとラムチョッ
プも食べ放 題！キンキンに冷
えたアサヒビールとの相性抜
群です！

10月1日
（火）
から、
チーズフォン
デュ風ジンギスカン1人前1,850円
も登場！
（2020年2月29日まで）

共通クーポン
ご提示で
食事利用でお会計より

10％OFF

※現金会計のみ
※割引上限10,000円まで
※他サービスとの併用不可
（ボウリングパック、バスパック、
旅行代理店様、売店商品は利用不可）

011-241-8831

◆住所／中央区南4条西4丁目 松岡ビル5階
◆営業時間／17：00〜23：00
（LO 22:30）
土・日・祝 16：00〜23：00
（LO 22:30）
◆定休日／年末年始

