NIKI TOWN

遊ぶ PLAY 大自然の中で思いっきり仁木を楽しもう！
Enjoy the great outdoors of Niki!
フルーツパークにき
Noson Koen Fruit Park Niki

ふれあい遊トピア公園 Fureai Utopia Park
TEL：0135-32-3977

TEL：0135-32-3500
開園
Open

開園
Open

4月下旬〜10月
（9:00〜18:00）
From the end of April to October
(9:00 a.m. – 6:00 p.m.)

※営業時間は季節により変更あり。
お問合せください。※期間中定休日なし
* Please contact us as our business hours vary seasonally. * No regular holidays during the period.

アスレチックやパークゴルフなど、
家族や仲間と気軽に楽しめる
スポーツ施設がいっぱいの公園です。
Athletics, park golf. It is a park full of sports facilities that can be enjoyed
casually with families and friends.

仁木町特産のりんご、さくらんぼなどはもちろん、季節
の花々と大自然に囲まれた果物のテーマパークです。
（入場無料・無料駐車場完備）
This is a fruit theme park surrounded by seasonal flowers
and nature, as well as fruits such as apples and cherries,
which are Niki specialties. (Admission free and free parking)

HOKKAIDO JAPAN

4月下旬〜10月下旬
From the end of April to the end of October

仁木町民スキー場 Niki Town Ski Resort

TEL：0135-32-3661

余市川 Yoichi River

（9:00〜20:00）
開 園 12月下旬〜3月上旬
Open From the end of December to the beginning of March (9:00 a.m. – 8:00 p.m.)

小樽・朝里岳を源流として赤井川・仁木・余
市を通り日本海へ。地域に欠かせない水辺
の空間となっています。
Yoichi River, which runs from Otaru and Asaridake as its
source, passes Akaigawa and flows to Niki, Yoichi , and the
Sea of Japan. Yoichi River is a waterfront space that must
be in this area.

※平日、火〜木は9時から16時まで ※期間中定休日なし
* Weekdays, Tues. – Thurs. from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. * No regular holidays during the period.

初級者から上級者まで楽しめるコースが用意された、
ファミリーでも安心なスキー場です。
The slopes don’t only have courses for everyone from beginning to advanced
skiers, they can be enjoyed by the whole family too.

楽しいイベントがいっぱい！
行事 EVENTS 仁木の味覚満載、
Fully experience the flavors of Niki and enjoy all of its fun events!
R4年度中止 Cancelled in 2022

R4年度中止 Cancelled in 2022

さくらんぼ
フェスティバル
Cherry Festival

R4年度中止 Cancelled in 2022

うまいもんじゃ祭り
Umai Monja Festival

フルーツ＆
ワインマラニック
Fruits & Wine-Maranic

TEL：0135-32-2711

TEL：0135-32-2711

TEL：0135-32-2711

仁木町さくらんぼフェスティバル実行委員会
事務局：仁木町観光協会
Niki Cherry Festival Executive Committee
Executive Office: Niki Tourism Association

仁木町うまいもんじゃ祭り実行委員会
事務局：仁木町観光協会
Niki Umai Monja Festival Executive Committee
Executive Office: Niki Tourism Association

フルーツ＆ワインマラニック実行委員会
事務局：仁木町観光協会
Fruits & Wine-Maranic Executive Committee
Executive Office: Niki Tourism Association

7月上旬にフルーツパークにきで開催さ
れるイベント。さくらんぼ種飛ばし大会
や若鮎太鼓などお楽しみがたくさん！

10月第一日曜日開催、収穫の秋を迎え
た仁木の一大イベントです。新鮮な果物
や野菜などが豊富に勢揃い！

This event is held at Fruit Park Niki in early
July. There will be a cherr y pit spit ting
contest, waka-ayu taiko drums, and tons of
other fun!

Held on the first Sunday of October, this is a
major event in Niki during the har vest
season. Enjoy an abundance of fresh fruits,
veggies, and more!

自然の中をゆったり走ったり、歩いたりし
ながら、町内産ワインやフルーツを楽しめ
ます。仁木の魅力をたっぷりと味わえるイ
ベントです。
Enjoy the town's wine and fruits while
running or walking leisurely through
nature.This event is a great opportunity to
enjoy the charms of Niki.

仁木のおいしさを果物狩りで！
体験 EXPERIENCES 果物の産地、
Fruit picking in the fruit producing region Niki!
の色がある時期がフルーツ狩りのできる時期の目安です。

仁木町観光総合案内所・にき センター TEL.0135-32-2711
Niki Tourist Information・Niki i Center

https://www.niki-kanko.jp/

〒048-2405 余市郡仁木町北町8-17 観光管理センター内
C/O Kankokanri Center. 8-17, Kitamachi, Niki-cho, Yoichi-gun

164 573 098

仁木町産業課 商工観光振興係 TEL.0135-32-3951
A village of fruit and peace: Niki
Hokkaido Niki Town

宿泊 LODGINGS

Niki Promotional Division for Industry, Commerce, and Tourism

〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1

Fruit picking calendar

Niki tourism association

▶果物狩りカレンダー

一般社団法人 仁木町観光協会

時期

種類

Period

Fruit Variety

6月
上旬
early

7月

June

中 旬 下旬
middle late

上旬
early

8月

July

中 旬 下旬
middle late

上旬
early

The colored dates indicate the best time for fruit picking.

9月 September

August

中 旬 下旬
middle late

上旬
early

さくらんぼ Cherry
ブルーベリー Blueberry
プラム Plum
ぶどう Grape
りんご Apple
プルーン Prune
なし Pear
※5月中旬から始まる農園もあります。*Some places open from mid-May.

仁木町の
Niki

Stay overnight so you can have all the fun you want.

From hotels on vineyards to private accommodations and cottages, Niki offers a wide
variety of unique lodging options. Niki also has some great options for long stays.

ジュース
Juice
A-ja（エイジャ）

Casual inn NIKI

〒048-2406 仁木町西町3-5 3-5 Nishimachi, Niki-cho
札幌・小樽・ニセコ・余市・積丹にアクセ
ス抜群。北海道を楽しむ拠点宿。
Excellent access to Sapporo, Otaru, Niseko,
Yoichi and Shakotan. A base for enjoying
Hokkaido.
宿泊プラン Overnight Stay Plan

BBQと宿泊が楽しめるコンテナホテル。ト
イレ・シャワー・キッチン・ベッドなど完備！
Container hotel where you can enjoy BBQ and
an overnight stay. Fully equipped with
restrooms, showers, kitchen, beds, and more!

TEL：090-8278-2565

広いテラスと吹き抜けが自慢の開放的な
コテージ。
贅沢な1棟まるごとレンタル。
Spacious cottages boasting large terraces and
tall ceilings. Rent the entire property for a
luxurious stay.

TEL：0135-31-3311

宿泊プラン Overnight Stay Plan
一泊素泊まり
6,000円（税込）
〜
最大２名様まで
Overnight stay with no meal
Starting from 6,000 yen (tax included)
Up to 2 persons

TEL：0135-32-3500

宿泊プラン Overnight Stay Plan
コテージ一棟貸しプラン
月〜木：14,500円（税込）
金土日祝：15,700円（税込）
（1泊、1棟6名まで）

民泊・レンタル１軒家
22,000円（税込）※季節により変動あり
+清掃料一回の宿泊につき10,000円
5名まで利用時料金
（6名以上は1名ごと要追加料金）
●管理人不在 ●完全貸し切り
●駐車6台 ●マイクロバスOK
Private lodging/rental house
22,000 yen (tax included)
*Varies depending on the season.
+Cleaning fee: 10,000 yen per stay
Fee is for up to 5 persons (for 6 or more
persons, an additional fee is required for
each additional person)
●No caretaker ●Completely private
●Parking for 6 cars ●Microbuses allowed

Cottage Rental Plan
Monday-Thursday:
14,500 yen (tax included)
Friday, Saturday, Sunday and holidays:
15,700 yen (tax included)
(per night, up to 6 persons per cottage)

NIKI Hills
Winery

naritaya lodge

TEL：0135-32-3877

TEL：0135-32-3801

仁木町、
余市町が眼下に広がる仁木の小高い丘に位置する
ワイナリーで、至福のひとときを。
Experience pure bliss at this winery located on a small hill in Niki,
with sprawling views of Niki and Yoichi below.
宿泊プラン Overnight Stay Plan １泊２食付き 1 night with 2 meals

一棟貸しプラン
（宿泊棟貸切） 330,000円（税込）〜

・10名様までのご利用価格となります。
（11名以上の場合、1名ごとに要追加料金）
・最大18名まで宿泊可能。
（11名以上はツインユース含む）

●VIPヴィンヤードプラン 1室2名様 110,000円（税込）
●ヴィンヤードプラン 1室2名様 88,000円（税込）
●フォレストルーム 1室2名様 71,500円（税込）
Full hotel building rental plan (private use)
330,000 yen (tax included)
・Price is for up to 10 persons.(For 11 or more persons, an additional
fee is required for each additional person)
・Maximum of 18 persons can stay.
(For 11 or more persons, twin rooms are included)
●VIP Vineyard Plan
110,000 yen per room for 2 persons (tax included)
●Vineyard Plan
88,000 yen per room for 2 persons (tax included)
●Forest Room・
71,500 yen per room for 2 persons (tax included)

蕎麦と日本ワインの店naritaya2階、
ぶどう畑に囲まれた2部屋だけの小さな宿。
A small inn with only two rooms on the second floor of naritaya,
a soba noodle and Japanese wine store, surrounded by vineyards.
宿泊プラン

Overnight Stay Plan

※料金はすべて税込
●ダブル 定員2名
素泊まり／2名利用時 16,500円
（お一人様 8,250円）〜
朝食付き／2名利用時 19,800円（お一人様 9,900円）〜
朝夕食付き／2名利用時 26,400円（お一人様 13,200円）〜

●ツイン

豊かな
大地の恵み
The blessings
of abundant
land

ヴィンヤードのホテルから民泊やコテージなど、
仁木町には個性あふれる宿が勢揃い。ロングステイにも適したマチです。

大自然の葡萄畑の中で、日常を忘れられ
る贅沢な時間をお過ごし下さい。
Enjoy the luxury of being in the heart of a
natural vineyard where you can forget about
everyday life.

下旬
late

いちご Strawberry

おもいっきり遊ぶ だから泊まってみる

フルーツパークにき コテージ
Fruit Park Niki Cottages

上旬 中旬
early middle

※

36-1, Nishimachi 1-chome, Niki-cho, Yoichi-gun

ル・レーヴ・ワイナリー
Le Rêve Winery

10月 October

中 旬 下旬
middle late

定員2名

素泊まり／2名利用時 18,700円（お一人様 9,350円）〜
朝食付き／2名利用時 22,000円（お一人様11,000円）
〜
朝夕食付き／2名利用時 28,600円（お一人様 14,300円）
〜
●Double room: Max. of 2 persons
*All prices include tax.
Overnight stay with no meal:
Starting from 16,500 yen for 2 persons (8,250 yen per person)
Overnight stay with breakfast included:
Starting from 19,800 yen for 2 persons (9,900 yen per person)
Overnight stay with breakfast and dinner included:
Starting from 26,400 yen for 2 persons (13,200 yen per person)
●Twin room: Max. of 2 persons
Overnight stay with no meal:
Starting from 18,700 yen for 2 persons (9,350 yen per person)
Overnight stay with breakfast included:
Starting from 22,000 yen for 2 persons (11,000 yen per person)
Overnight stay with breakfast and dinner included:
Starting from 28,600 yen for 2 persons (14,300 yen per person)

TEL：011-520-7600

宿泊プラン

Overnight Stay Plan

16,500円（税込）
（1泊1室 4名様まで）
16,500 yen (tax included)
(per room per night,
up to 4 people)

ワイナリー

Wineries

ジャム
Jam

古民家の宿 あずま
Private Residence Inn Azuma

ワイン
Wine

TEL：090-8272-9932

一日一組限定貸し切りの宿で、ゆったりと
あずましく。愛犬と一緒に宿泊ができます。
Relax and enjoy yourself at Azuma, a guest
house that can only be rented out to one group
per day. You can also bring your dog.
宿泊プラン

Overnight Stay Plan

25,000円（税込）〜（1泊1棟 10名様まで）
Starting from 25,000 yen
(tax included)
(Up to 10 people per night)

米
Rice

フルーツゼリー
Fruit Jellies

…など
…And more!

味わう、くつろぐ Relax and enjoy the great tastes of wines.
フルーツのマチ仁木町の新たな産業として発展しつつあるワイナリー。
仁木の気候風土が育んだブドウで醸造したワインとともに、新しい仁木町を満喫しましょう。

Wineries are emerging as a new industry in Niki, a town of fruits.
Enjoy the new Niki with wine made from grapes grown in the town's climate.
地域活性と農業の新しい未
来を目指しスタートしたワイ
ナリー。仁木町のワイナリー
を牽引する当ワイナリーが所
在する丘からは、ブドウ畑の
向こうに余市平野が。ガーデ
ンやレストランも併設され、
一日いても飽きないほど。

This winery was established with the aim of revitalizing the local
community and creating a new future for agriculture. The winery
is a leader in wineries in Niki and from the hill where it is located,
you can see the Yoichi Plain beyond the vineyards. With a garden
and restaurant on-site, you can spend a whole day here and still
not get enough.

NIKI Hills Winery

お菓子
Sweets

https://www.nikihills.co.jp/

※宿泊も可（左記
「宿泊」をご参照ください）
* Overnight stay plans are also available (see
the Lodging section on the left).

緑豊かな森と川に囲まれ
た、自然と共生するワイナ
リー。広大なブドウ畑を眺
めながら寛げる空間は、国
内外のワイナリーを訪れ
たオーナー夫妻の「あった
らいいな」の思いを実現し
ました。カフェもあります。
Surrounded by lush green forests and rivers, this winery is in
harmony with nature. The space where you can relax while
looking out over the expansive vineyards is a realization of the
perfect winery made possible by the owner and his wife, who
have visited wineries in Japan and abroad. It also has a café.
le reve winery

ル・レーヴ・ワイナリー
Le Rêve Winery

search

※宿泊も可（左記
「宿泊」をご参照ください）
* Overnight stay plans are also available (see
the Lodging section on the left).

総面 積 9 0,0 0 0 坪の広 大な
オーガニック農園。昼夜の寒暖
差が大きい仁木町の気候風土
が お いしい 果 物 を 生 み 、ブ
ルーベリー、ブドウ、サクラン
ボなど、農園で穫れた果物で
ワインを醸造。果物農家ならで
はのワインが作られています。

2008年創業のベリーベリー
ファーム&ワイナリー仁木の後
継新設ワイナリー。醸造用ブド
ウと食用ブドウ、そしてハイブ
リッド品種を有機JASと有機
農法で自社栽培しています。こ
れからも、環境と人にやさしい
ワイン造りを目指します。

A vast organic farm with a total area of approx. 300,000m2. The climate
of Niki, with its large temperature difference between day and night,
produces delicious fruits, and the wine is brewed with blueberries,
grapes, cherries, and other fruits harvested on the grounds. The wines
are made in a way that only a fruit producer can make them.

Established in 2008 as the successor to Very Berry Farm &
Winery Niki, this newly constructed winery grows its own
winery vinification grapes, food grapes, and hybrid varieties
using organic JAS and organic farming methods. The winery
aims to continue to produce wine that is friendly to the
environment and people.

ベリーベリーファーム&ワイナリー仁木
Very Berry Farm & Winery Niki

http://www.organicwine.jp TEL 0135-32-3090

ドメーヌ・ICHI

Domaine ICHI

http://very-berry-farm.com

NIKI Hills Winery N R

（ショップ・レストラン/
Shop・Restaurant）

naritaya

（そば・ワイン/
Soba & Wine）

K 季節料理こぶし
Seasonal Cuisine Kobushi

G X

A village of fruit and peace: Niki
Hokkaido Niki Town

Nikibo®

TEL

(Niki Tourism Association Member)

果物狩り 種類

（仁木町観光協会会員）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

アップルハウス

階楽園

0135-32-2143

シーヅブラン
Seazbran

（パン屋 / Bakery）

L

10

9 フルーツショップ 妹尾園
Fruit Shop Seo-en
国道5号線 Highway 5

フルーツハウス 安崎園

0135-32-2221

ラック・ル・ジューン
Lac Le Jeune

B

0135-32-2507

もくぼ果樹園

そば処 三彩
Soba Restaurant Sansai

0135-32-2025
0135-32-2240

さくらんぼの村

0135-32-3665

峠のふもと 紅果園

0135-33-5403
0135-32-2335

勝浦果樹園

0135-32-2557

15 松原さくらんぼ園
Matsubara Cherry-en

7
セブンイレブン
Seven-Eleven

shaka brother

Casual inn NIKI

0135-32-2285

P

観光農園 大野園
Sightseeing
21 Plantation Ono-en

We look forward to seeing you!

ブルーベリー・ヒル 新藤

0135-32-2316

ベリーベリーファーム&ワイナリー仁木

0135-32-3090

飲食店・スイーツ

HP

観光農園 大野園

0135-32-2137

HP

ホームページ

HP Homepage

直売店
Direct sales shop

Information

(Closed for 2022)
（R4年度休園）

HP

送迎（JR仁木駅）
Pick up service (JR Niki Station)

食事
Restaurant

身障者用トイレ有り
Handicapped accessible toilet available

ペット入園可（いちご狩り会場は不可）

Pet entry permited (not allowed in strawberry picking venue)

お食事(持込等)は各農園に確認して下さい。
Please confirm meals (bring-in, etc.) with each plantation.

H

仁木ファーム フルーツファクトリー本店

0135-32-2256

宿泊

I

ベリーベリーファームレストラン

0135-48-5510

R

NIKI Hills Winery

0135-32-3801

Fruit Road

J

ベリーベリーカフェ

0135-32-3500

S

ル・レーヴ・ワイナリー

0135-31-3311

GS1

大江石油
（株）

GS2 （有）
塩野商会

A

ブロイラーガーデン・オオクボ

0135-32-3538

K

季節料理こぶし

0135-32-2388

T

フルーツパークにき コテージ

0135-32-3500

B

ラック・ル・ジューン

0135-32-3460

L

シーヅブラン

0135-32-3035

U

A-ja
（エイジャ）

090-8278-2565

C

そば処 三彩

0135-32-3237

M

shaka brother

090-8360-2072

V

古民家の宿

あずま

090-8272-9932

W

Casual inn NIKI

011-520-7600

(中学生以上)
junior high students
and older

0135-32-3801

X

naritaya lodge

0135-32-3877

いちご strawberry 1,000yen

その他

D

きのこ王国仁木店
フルーツラボプチドメーヌニキ

0135-31-2222

ワイナリー
N

NIKI Hills Winery

E

居酒屋同楽

0135-32-2109

O

ル・レーヴ・ワイナリー

0135-31-3311

F

居酒屋より道

090-1648-5548

P

ベリーベリーファーム&ワイナリー仁木

0135-32-3090

G

naritaya

0135-32-3877

Q

ドメーヌ・ICHI

0135-32-3020

いきいき88 (銭湯)
五共ハイヤー

0135-32-2650
0135-32-2430

観光農園入園料

小人
Children

(小学生)
elementary
students

幼児
Toddlers
(3才〜5才)
ages 3 – 5

800yen 600yen
800yen 600yen

700yen

600yen 400yen

りんご apple

700yen

I

至 小樽→
To Otaru
ベリーベリーファームレストラン
Very Berry Farm Restaurant

（洋食 / Western Cuisine）

0135-32-2868
0135-32-2033

さくらんぼ cherry 1,000yen
ぶどう grape

20 P

農村公園フルーツパークにき
Noson Koen Fruit Park Niki

Sightseeing Farm Entrance Fee
大人
Adults

ベリーベリーファーム&
ワイナリー仁木
Very Berry Farm &
Winery Niki

くだもの公園 山田園 18
Fruit Park Yamada-en

16 さくらんぼ山観光農園
Cherry Mountain Sightseeing Plantation

ご利用お待ちしています

HP

至 小樽・余市→
階楽園 3 To Otaru and Yoichi
Kairakuen
古民家の宿 あずま
Private Residence Inn Azuma

JA新おたる
JA Shin-Otaru

ドメーヌ・ICHI Q
Domaine ICHI

HP

0135-32-2131

村田果樹園 Murata Orchard
2 1 アップルハウス V
Apple house

4

仁木ファーム
フルーツファクトリー本店
Niki Farm Fruit Factory
くだものの笠井園 Flagship Store
Kasai Orchard
（スウィーツ / Sweets）

至 銀山
To Ginzan
↓

0135-32-3299

A

W

チェリーハントインオオクボ
Cherry Hunt in Okubo

（カレー / Curry）

17 Fruit＆Tomato 今井ファーム
Imai Fruit & Tomato Farm

フルーツ街道

HP

くだもの公園 山田園

バス 中央バス、ニセコバス
「仁木役場前」下車
Bus Use Chuo Bus or Niseko Bus, get off at “Niki Yakuba Mae”

（炭火焼肉 / Charcoal BBQ）

(Direct sales store only)
（直売店のみ）

Fruit＆Tomato 今井ファーム

函館本線
「仁木駅」
下車
Hakodate Main Line, get off at “Niki Station”

ブロイラーガーデン・
オオクボ
Broiler Garden Okubo

セイコーマート
Seicomart

H

にきや 14
Nikiya

0135-32-2433

さくらんぼ山観光農園

about 45 minutes）

24㎞（40分 40 minutes）
220㎞（240分 240 minutes）

北海道芸術高等学校
Hokkaido Arts High School

HP

松原さくらんぼ園

JR

ブルーベリー・ヒル 新藤 19
Blueberry Hill Shinto

仁木町初のクラフトビール醸造所。
仁木町のくだものを使ったオリジナ
ルビール販売中
Niki's ﬁrst craft beer
brewery. Original beer made
from Niki's fruit is available
for purchase!

←至 倶知安 WC
to Kutchan

0135-31-3777

To Hakodate

JR 仁木駅
JR Niki Station

13 勝浦果樹園
Katsuura Orchard

ふれあい遊トピア公園
Fureai Utopia Park

HP

にきや

仁木町役場
Niki Town Hall

Fruit laboratory Petit Domaine Niki（スウィーツ / Sweets）

GS1
Ohe Sekiyu

E

いきいき88
Iki Iki 88 (public bath)

きのこ王国仁木店
Kinoko Okoku Niki Shop（食堂 / Restaurant）
フルーツラボプチドメーヌニキ

峠のふもと
紅果園
Bottom of
the mountain
pass, Koka-en
11

HP

勝岡農園

D

（そば / Soba）

(Direct sales store only)
（直売店のみ）

フルーツショップ 妹尾園

C

消防署
Fire station

仁木町商工会
Niki Chamber of Commerce
五共ハイヤー
M
and Industry
Gokyou Taxi
居酒屋同楽
居酒屋より道 F
Izakaya Doraku Izakaya Yorimichi

12 勝岡農園
Katsuoka Plantation

（洋食 / Western Cuisine）

HP

くだものの笠井園

U

A-ja

HP

0135-32-2609

Niki Tourism Management Center
北海道
（Niki Tourist Information・Niki i Center）
信用金庫
Hokkaido
Shinkin Bank
フルーツハウス安崎園
くだもの直売もり園
Fruit House Yasuzaki-en Fruit direct-seller
GS2
5
8
もくぼ果樹園
6 Mori-en
Shiono Shokai
Mokubo Orchard

さくらんぼの村
Cherry Village

A variety of
fruit picking

0135-32-2150

くだもの直売 もり園

Kimobetsu

↓至函館

(にき センター観光案内所)

HP

チェリーハントイン オオクボ

Niseko

Kuromatsunai

90 minutes）

（約45分

Nakayama
Kyogoku Pass

Mount Yotei

Rankoshi

164 573 098

HP

0135-32-2201

Akaigawa
Sapporo
Kyowa
Kutchan

Iwanai
Suttsu

仁木町観光管理センター

0135-32-3056

村田果樹園

小樽から from Otaru
函館から from Hakodate

To New Chitose
Airport
至新千歳空港 →

58㎞（90分

札幌西IC〜余市IC間〜仁木
Sapporo Nishi Interchange - Yoichi Interchange - Niki

余市川 Yoi
chi Rive
r

Niki character

観光案内マップap
M
Information
農園名 Farm name

札幌から from Sapporo

Otaru Ishikari Bay

Niki

Tomari

マイカー
By car

（季節限定カフェ / Seasonal cafes）

Yoichi

Kamoenai

新千歳空港
New Chitose Airport

小樽
Otaru

Furubira

Cape
Kamui

北海道仁木町
Niki,
Hokkaido
札幌
Sapporo

O S ル・レーヴ・ワイナリー
Le Rêve Winery

仁木町のイメージ
キャラクター

Shakotan

Commute Access

naritaya lodge

（和食 / Japanese Cuisine）

ニキボー®

交通アクセス

マイカー

ようこそ
仁木町へ
Welcome to
Niki Town

7月中旬〜9月頃まで約3千本の
あじさいが咲きほこります
Approximately 3,000
hydrangeas bloom from
mid-July to September.

600yen 450yen

T フルーツパークにき コテージ
J ベリーベリーカフェ
Fruit Park NIKI Cottage
Berry Berry Café（洋食 / Western Cuisine）
※5月中旬から始まる農園もあります。*Some places open from mid-May.

／くだもの狩り Fruit picking

大人
Adults

期間
period

(中学生以上)
junior high students
and older

6月上旬〜7月上旬 ※

Beginning of June – beginning of July

6月下旬〜8月上旬

End of June – beginning of August

8月下旬〜10月中旬

End of August – mid October

ブルーベリー blueberry

600yen

小人
Children

(小学生)
elementary
students

幼児
Toddlers
(3才〜5才)
ages 3 – 5

500yen 400yen

期間
period
7月下旬〜8月中旬

End of July – Mid August

8月下旬〜10月上旬

プルーン prune

600yen

500yen 400yen

End of August – beginning of October

プラム plum

900yen

700yen 500yen

Beginning of August – End of August

8月上旬〜9月上旬

9月中旬〜10月下旬

● 入園料は目安であり農園によって多少異なります。/ Prices are approximate and may vary slightly depending on the farm.
Beginning of September – end of October ● 期間は天候により変更があります。/ Period may change depending on weather conditions.

「マップコード」
および
「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
（2022年5月現在作成 / As of May 2022）

