
余市を楽しもう!
無料観光バス毎週土曜日運行

ニッカウヰスキー余市蒸留所
余市と言ったら、ニッカウヰスキー。ウイスキー
は1種類だけでなく、複数同時に比べるとそ
れぞれの個性が際立ちます。無料試飲や
工場見学のあとは、ショップで限定品を購
入してみては。

オチガビワイナリー
余市ワイナリーの原点ともいわれています。広大
な敷地を展望するレストランで、希少ワインを楽し
みながら、地元の食材を使用したランチをお召し
上がりください。
お一人様 1,200 円から（税抜き）
ご予約方法
お電話にて0135 – 48 – 6163 (前日17時ま
で）
未就学児童（6歳以下）はオチガビワイナリーを
ご利用頂けません。

柿崎商店
余市駅すぐそば、ぜひとも行きたい地元の
人たちにも人気の魚市場。毎朝水揚げさ
れた新鮮な魚介が並びます。2階のレストラ
ンの海鮮ランチは大人気。

定刻の時間になりましたらお客様の有無に関わらずバスは発車致しますので、
ご了承ください。

予約方法
ご利用日のオンラインで前日18時迄ご予約頂けます。もしくはＱＲコードで。
オンライン予約方法
1. 往復予約を選択してください。
2. 乗車地:ご宿泊のホテル を選択してください。
3. 降車地:余市ツアーを選択してください。

時間 内容

10:20-10:25 シェラトン(10:20) >Yu Kiroro(10:22) > トリビュートポートフォリオホテル(10:25)

11:20発 ＪＲ余市駅
（ニッカウヰスキー・柿崎商店は徒歩5分）

11:30着
12:30発 オチガビワイナリー

12:40着
14:00発

ＪＲ余市駅
ＪＲ余市駅

14:50-14:55 トリビュートポートフォリオホテル >Yu Kiroro> シェラトン

バス予約URL

ランチメニューはこちらでご覧いただけます



DISCOVER YOICHI
Free shuttle bus operates on every Saturday 

NIKKA WHISKY YOICHI DISTILLERY
Nikka Whisky Yoichi Distillery has a
various type of whisky and each with
distinctive character. They provide free
whisky tasting for visitors. You can enjoy
shopping at their souvenirs shop for
whisky and other gifts.

OCCIGABI WINERY
OcciGabi Winery is said to be the origin of
Yoichi Winery. You can enjoy lunch at the
Winery, from ¥1,200 per person (excl. tax).
Reservation no.: +81-0135-48-616

*Booking is required before 17:00 one day
in advance.
* Children under 6 are not permitted.

KAKIZAKI FISH MARKET
Kakizaki Fish Market is a hot spot among
locals near Yoichi JR station.
It has fresh seafood, seasonal vegetables
and fruits. You can try their popular
seafood lunch on the second floor.

Please book one day in advance before 18:00. 
1. Choose “Round trip”
2. Choose “Kiroro Resort > Discover Yoichi”
3. Click the hotel you wish to depart and destination as “Discover 

Yoichi” 

How to book your bus

Bus will depart on scheduled time regardless of guests presence or absence.

Time Details

10:20-10:25 Sheraton Hotel(10:20) > Yu Kiroro(10:22) > Tribute Portfolio(10:25)

11:20 Yoichi JR Station (You can walk to Nikka Whisky and Kakizaki fish 
market)

11:30 Arrival: OcciGabi Winery 
12:30 Departure: OcciGabi Winery
12:40
14:00

Arrival: Yoichi JR station
Departure: Yoichi JR station

14:50-14:55 Tribute Portfolio > Yu Kiroro > Sheraton Hotel (5 mins at each stop)

Bus reservation URL


