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カイ　２０１４年　Ａｕｔｕｍｎ　Ｖｏｌ．２５ ノーザンクロス 0122101926 札幌資料室 K//

Ｃｈｏ‐ｃｏ‐ｔｔｏ（ちょこっと）　２０１４年１１月号　ｖｏｌ．３２ コープさっぽろ 0122088933 札幌資料室 K//

北海道生活　２０１４年１０‐１１月号　Ｖｏｌ．４３ コスモメディア 0122100373 札幌資料室 K//

北海道生活　２０１５年　４-５月号　Ｖｏｌ．４６ コスモメディア 0122136609 札幌資料室 K//

ｐｏｒｏｃｏ（ポロコ）　２０１４年１０月号　通巻２６８号 コスモメディア 0122089782 札幌資料室 K//

ほっかいどう百年物語　続々　北海道の歴史を刻んだ人々 STVラジオ／編 中西出版 2003.7 0116270166 札幌資料室 KR281.1/ﾎ/3

なまら楽しい!!北海道事典 千石 涼太郎／著 北海道新聞社 2010.4 0118254929 札幌資料室 KR291.09/ｾ/

大学的北海道ガイド　こだわりの歩き方
札幌学院大学北海
道の魅力向上プロ
ジェクト／編

昭和堂 2012.12 0119146595 札幌資料室 KR291.09/ﾀﾞ/

北海道のワイン&チーズツーリズムガイド　2014 食・観光連携プロモーション推進事業受
託コンソーシアム／[編]

北海道経済部食関連
産業室

[2014] 0119671964 札幌資料室 KR291.09/ﾎ/14

さっぽろおさんぽ日和　2 すずき もも／著 北海道新聞社 2010.9 0118379817 札幌資料室 KR291.5/ｽ/2

赤字で町はつぶれない　頑張ろう地域社会 丸谷 金保／著 現代企画室 2007.1 0117427518 札幌資料室 KR318.2/ﾏ/

北海道の企業　3　ビジネスをケースで学ぶ 佐藤 郁夫／編著 北海道大学出版会 2012.6 0119011484 札幌資料室 KR335.2/ﾎ/3

北海道のワインを旅する 阿部 さおり／著 北海道新聞社 2011.6 0118685577 札幌資料室 KR588.5/ｱ/

十勝ワイン・ジェネシス　池田町ブドウ・ブドウ酒研究所創世
記物語

ぎょうせい／企画・制
作

池田町ブドウ・ブドウ
酒研究所

2013.6 0119475721 札幌資料室 KR588.5/ｲ/

飲む!知る!歩く!日本版「ワインツーリズム」のすすめ 石井 もと子／著 講談社 2009.8 0119693026 札幌資料室 KR588.5/ｲ/

北海道のワイン 石本 修一／著 北海道新聞社 1996.6 0112152350 札幌資料室 KR588.5/ｲ/

日本のワイナリーに行こう　2015　　（イカロスMOOK） 石井 もと子／監修・ イカロス出版 2014.9 0119588176 札幌資料室 KR588.5/ｲ/15

おたるワインギャラリー [リーフレット] 北海道ワイン [2015] 0119693125 札幌資料室 KR588.5/ｵ/

SAPPORO FUJINO WINERY [リーフレット]　SINCE 2009 さっぽろ藤野ワイナ 0119693109 札幌資料室 KR588.5/ｻ/

完全「国産」主義　食品メーカーのあるべき姿 嶌村 彰禧／著 東洋経済新報社 2008.9 0117783241 札幌資料室 KR588.5/ｼ/

そらちワイナリーGUIDE [リーフレット]　そらちワインを知る
楽しむ手引き

北海道空知総合振興局地域政策部地域
政策課そらちワイン振興室 0119692994 札幌資料室 KR588.5/ｿ/

十勝ワイン
池田町（中川郡）　北
海道池田町

1975.7 0113563324 札幌資料室 KR588.5/ﾄ/

十勝ワインすと-り-　’６３ー’９３
池田町（中川郡）　池
田町

1994.3 0112152376 札幌資料室 KR588.5/ﾄ/

八剣山ワイナリーのご案内 [リーフレット]
八剣山さっぽろ地ワ
イン研究所

0119693059 札幌資料室 KR588.5/ﾊ/

HOUSUI WINERY [リーフレット] 宝水ワイナリー 0119693216 札幌資料室 KR588.5/ﾎ/

Maoi Winery [リーフレット]　NAGANUMA マオイワイナリー 0119693166 札幌資料室 KR588.5/ﾏ/

北海道のワイン　　（日本ワインを造る人々） 山本 博／著 ワイン王国 2006.9 0117434563 札幌資料室 KR588.5/ﾔ/

余市ワイナリー 酒ミュージアム・千歳鶴直営店舗のご案内
[リーフレット]

[出版者不明] 0119693224 札幌資料室 KR588.5/ﾖ/

＜展示リスト＞
さっぽろ資料室ミニ展示「北海道のワインをたずねて」 展示期間：平成27年9月10日（木）～10月27日（火）



書　　名 著者名 出版者 出版年 資料番号 場所区分 請求記号

余市Wine District [リーフレット]
[余市町役場経済部
農林水産課]

0119693141 札幌資料室 KR588.5/ﾖ/

RITA FARM & WINERY [リーフレット]
リタファーム&ワイナ
リー

0119693208 札幌資料室 KR588.5/ﾘ/

今日はワインを飲みに行こう　SAPPORO CASUAL WINE
SPOT 59　　（MG BOOKS）

エムジー・コーポレー
ション

2006.12 0117403634 札幌資料室 KR596.2/ｷ/

そらちワインマリアージュコンシェル [リーフレット]
北海道空知総合振興局産業
振興部商工労働観光課

0119693018 札幌資料室 KR596/ｿ/

ワインクラスターの食卓 ワインクラスター北海 2014.7 0119548089 札幌資料室 KR596/ﾜ/

乾杯！ワイン町長　地方自治の「原点」に立つ町づくりの記 丸谷　金保／著者 日本の自治を考える 1986.11 0113559561 札幌資料室 KR601.1/ﾏ/

北海道産業論序説　２１世紀トリプルアイランドをめざして 田村　修二／著
北海道開発問題研究
調査会

1985.12 0112381553 札幌資料室 KR604/ﾀ/

「ぶどうのなみだ」の風景　　（SPACE SHOWER BOOKS）
映画『ぶどうのなみ
だ』製作委員会／編

スペースシャワーネッ
トワーク

2014.9 0119541852 札幌資料室 KR778.2/ｴ/

ぶどうのなみだ ロケ地 map in 空知
「ぶどうのなみだ」観
光推進実行委員会

[2014] 0119595445 札幌資料室 KR778.2/ﾌﾞ/

ぶどうのなみだ 三島 有紀子／[著]
パルコエンタテインメ
ント事業部

2014.1 0119556884 札幌資料室 KR913.6/ﾐ/

カイ　２０１１年　Ａｕｔｕｍｎ　Ｖｏｌ．１３ ノーザンクロス 0121744478 書庫３ K//

Ｃｈｏ‐ｃｏ‐ｔｔｏ（ちょこっと）　２０１３年１１月号　ｖｏｌ．２０ コープさっぽろ 0122025455 書庫３ K//

ときめき旅　北海道　２０１１年秋　Ｎｏ．４ 財界さっぽろ 0121745236 書庫３ K//

YAMAZAKI WINERY [リーフレット]　SINCE 2002 山崎ワイナリー 0119693190 書庫６ K588.5/ﾔ/


