オオワシ

稚内市

シマリス

猿払村

浜頓別町

宗谷エリアの各市町村には自慢

たこしゃぶ

帆立のり

牛乳もなか

タコの足を繊維に沿って薄くスライ

天然さるふつ産ホタテの干貝柱

牛乳入り白あんが入った集乳缶

スし、野菜を入れた鍋にさっとくぐ
らせます。ぷりっとした食感は絶品。

と貝ひもを使用。他にない絶品
オリジナルな
「のり佃煮」
です。

の形をしており、見た目もかわい
らしいもなかです。

の逸品がたくさん！その中でも
特に『いち推し』の品を厳選し
ました。お土産に悩んだ時には
これを選べば間違いなし！

キタキツネ

季節をいろどる 宗谷の美しい景色！

6月～
7月

6月～
7月

中頓別町

エゾカンゾウ
（宗谷広域） アルメリア
（稚内市）
6月～
8月

ハマナス
（宗谷広域）

6月～
7月

枝幸町

豊富町

礼文町

黄金のフィナンシェ

干し貝柱

チーズ

宝うに

中頓別町産はちみつと焦がした北海
道産発酵バターを生地に練り込み、
自社窯で丁寧に焼き上げました。

肉厚な枝幸ほたてをじっくりと
干 すことで 旨 み や 香 ばしさ を
ギュッと閉じ込めた商品です。

自家牧場の生乳を使った完全無
添加のナチュラルチーズ。
すべて手作業で作られています。

食べるのに1番美味しい時期に水揚げ
された生ウニだけを、風味をそのまま、
旨みをぎゅっと凝縮し、缶詰にしました。

宗谷

ハクチョウ

エゾシカ

宗谷 とあそぶ

クマゲラ

宗谷の
いち推し土産
ご紹介

行って体感。感じて共感。

たくさんの動物たち！

きた 北海道

宗谷 とふれあう

豊かな自然に生息する

豊かな自然を体験できる
選りすぐりのスポット！

サイクリング

フットパス

利尻・彩くるロード（利尻島）
サイクリングロード（豊富町）
宗谷丘陵（稚内市）

白い道（稚内市）
桃岩展望台コース（礼文島）
ベニヤ原生花園（浜頓別町）

利尻・彩くるロード
（利尻島）

砂金掘り体験
ウソタン ナイ砂 金 採 掘 公 園
（浜頓別町）
ペーチャン川砂金掘体験場
（中頓別町）

うにとり体験
神居海岸パーク（利尻町）

ウソタンナイ砂金採掘公園
（浜頓別町）

貴重な食材も全て新鮮なので
初めて味わう感動の美味しさ！

リシリヒナゲシ（利尻島）

6月～
8月

白い道（稚内市 宗谷丘陵内）

毛ガニ
（枝幸町）

ほたて
（猿払村）

宗谷黒牛（稚内市）

とよとみ牛乳（豊富町）

ホッケ（礼文島）

ウニ
（利尻島）

6月～
7月

5月下旬～
6月上旬

レブンアツモリソウ
（礼文島）

レブンウスユキソウ（礼文島） ブルーポピー
（幌延町）

歴史文化 コース

離島をめぐる コース

稚内
車
1時間

猿払

礼文島

稚内港
北防波堤
ドーム（稚内）

オホーツク
ミュージアム
（枝幸）

浜頓別

フェリー
2時間

車
25分

中頓別

利尻富士町

砂金掘り体験
（中頓別）

枝幸

天塩町

宗谷の海鮮舟盛り

利尻昆布

利尻プリン

幌延町クラフトジン

荒波にもまれた利尻昆布はコク
のある上品な出汁が自慢です。

5代目店主がつくる優しい味の
プリン。味はメープル、
ゴマ、クマ

幌延町に自生する植物等を漬け
込み蒸留し、香りづけをした幌延

天塩産天然しじみ貝を煮出した味わい
濃厚なスープの素。

冬は鍋の出汁におすすめです。

ザサの3種類。

を感じる逸品です。

雑炊やラーメン、パスタ等アレンジも◎！

稚内港

フェリー
45分

フラワートレッキング
（礼文島）

エゾバフンウニ
（利尻島）

お問合せ：北海道宗谷総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 観光振興係
※本パンフレットに掲載の施設等は、

宗

時期によっては休業の場合があるため、

営業日等については各施設にご確認ください。

宗谷観光連盟 HP

車
1時間

クッチャロ湖
（浜頓別）

幌延町

しじみスープ
自然満喫

宗谷観光連盟
https://www.soyakanko.com/

谷

の

情

@hokkaido_soya

報

天塩

サイクリング コース

利尻島

車
40分

インディギルカ号
遭難者慰霊碑
（猿払）

利尻町

信

中

自転車
40km

稚内

@soyakankou

車
1時間

豊富

！

@soya.shokutabi

稚内

自転車
20km

TEL：0162-33-2927（直通）
発

グルメ堪能 コース

幌延
自転車
12km

宗谷総合振興局・宗谷観光連盟

オトンルイ
風力発電所
（幌延）

猿払

たこしゃぶ
（稚内）
車
1時間

毛がに
（枝幸）

豊富温泉
（豊富）

活ほたて
（猿払）

枝幸

300種に及ぶ高山植物と海の幸が豊かな島

利尻山の標高約450m（5号目）からの絶好の眺望を楽しむ

礼文町

神秘的な沼の水面に映る百名山利尻富士が美しい

利尻町

【Rebun】

おいしいホタテと酪農が盛んな村

利尻富士町

【Rishiri】
利尻町立博物館

名称の通り道内でも屈指
の透明度を誇る「澄んだ
海の岬」は、島内おすすめ
のスポット。日本海の荒波
が作り出した入江と海底
まで透き通って見える青
く澄んだ美しい海の造形
美は、
まさに絶景です。

礼文空港
【供用休止中】

白い恋人の丘

利尻島南西部の４分の１
を５合目（標高約450m）
から見下ろすことができ
るスポットで、島の中で気
軽に車で行ける一番高い
展望台です。眼下には礼文
島を見ることができます。
（公共交通では行けません）

稚内温泉
「童夢」

澄海岬

バスターミナル
フェリーターミナル
空港
インディギルカ号
遭難者慰霊碑

インディギルカ号
遭難者慰霊碑
礼文島温泉うすゆきの湯
北のカナリアパーク

澄海岬

見返台園地

わが街のオススメ

姫沼

わが街のオススメ

～・～・～・～・～・～・～ 観光スポット ～・～・～・～・～・～・～
○北のカナリアパーク

○桃岩展望台

○スコトン岬

映画「北のカナリアたち」で、撮
影のために建設された麗端小
学校岬分校やその周辺のロケ
地が公園として整備され、一般
に公開されています。また、利
尻富士が綺麗に見える絶好の
スポットとしても人気です。

桃岩を間近に見ること
が 出 来 るこの 展 望 台
は、断崖と青い海が続く
海岸や海に浮かぶ利尻
富士を眺めながら、辺り
を咲く様々な高山植物
を見られます。

礼文島の最北に位置し、
荒涼とした岩肌と海に囲
まれる景色は最果ての気
分を味わえます。目の前
にはトド島が浮かび、晴
れた日には遠くサハリン
を望むことが出来ます。

～・～・～・～・～・～・～・～ グ ル メ ～・～・～・～・～・～・～・～
○うに丼

○ほっけのちゃんちゃん焼き

最高級利尻昆布を餌に育ったうにを使ったうに丼
は濃厚で甘みのある味わいでとても人気です。

脂がのったほっけに特製みそとネギをトッピ
ングしたものは絶品です。

～・～ 観光スポット ～・～

○神居海岸パーク

ウニ採り体験・利尻昆布お土産づく
り体験ができる施設です。外にベン
チもあるので休憩もできます。
○沓形岬公園
四季折々の花を楽しめます。園内に
はキャンプ場やお土産屋さんもあ
り、夕日も綺麗に見えます。
○仙法志御崎公園
島の南部に位置する公園で、
アザラ
シのえさやり体験ができます。付近
にはお土産屋さんもあります。

わが街のオススメ

～・～・～ 景

○

観 ～・～・～

山

利尻山は島の中心にあり、島のどこからでも見ること
ができます。場所によって山の形の変化が楽しめます。
○夕 日
利尻町は島の西側に位置するため、天気が良い
日は水平線に沈む夕日を望むことができます。

～・～・～ 特産品 ～・～・～

○ウ ニ

漁期は6～９月。エゾバフンウニとキタムラサキウニの2種類です。
ミネラルたっぷりの海で育った利尻のウニは甘くて濃厚です。
○昆

布

全国的に使われている利尻昆布。島内のお土産屋さんで
販売しており、昆布の加工品も数多く、とても人気です。

～・～ 観 光 スポット ～・～

○姫沼

散策道ではきれいな高山植物をみること
ができ、耳を澄ますと野鳥のさえずりが聞
こえてくる原生林に囲まれた静かな沼。湖
面には利尻山が映る絶景スポットです。
○オタトマリ沼
湖に映る「逆さ富士」
と周辺の風景
は季節毎に風情と美しさを映し出
す利尻島の代表的なスポットです。
○白い恋人の丘
高台からは「オタトマリ沼」
「利尻山」のほか、日本
海の先に北海道本土を望むことができるスポット
であり、北海道銘菓「白い恋人」のパッケージに描
かれている景色を楽しめます。

礼文島観光協会（礼文町役場内）

利尻町観光協会(利尻町役場内)

利尻富士町観光協会(利尻富士町役場内)

TEL : 0163-86-1001

TEL : 0163-84-3622

TEL : 0163-82-1114

http://www.rebun-island.jp

https://www.rishiri-plus.jp/

～・～・～ 体

○サイクリング

宗谷丘陵

ノシャップ岬

利尻空港

道の駅さるふつ公園

はまとんべつ温泉ウイング

雄大なオホーツク海と広
大な放牧地のなかを走る
国道238号沿いのさるふ
つ公園は、道の駅となっ
ており、宿泊施設・レスト
ラ ン・売 店・公 衆 浴 場・
キャンプ場などが整備さ
れ宿泊やドライブの休憩
に最適です。

ラム サ ール 条 約 指 定 地
で、水鳥の観察館、キャン
プ場などが設置されてい
ます。日本とロシアを渡る
水鳥の重要な中継地で約
290種の野鳥が記録され
ており、秋と春にはコハク
チョウが数千羽観察でき
ます。
クッチャロ湖

わが街のオススメ
～・～ 観 光 スポット ～・～

ベニヤ原生花園

ラムサール
条約湿地

寝熊の岩

島内には約25ｋｍの自転車専用道が整備されており、幹線道路と組み
合わせた利尻島一周サイクリングが人気。眺望の良い丘陵や草原を駆
け抜け、利尻島の景色を楽しめます。 期間：５月～１０月

○エサヌカ線

国道238号線に平行して走る海沿い
の直線道路。電柱や看板もなく視界
を遮るものがない絶景スポット。

はまとんべつ温泉ウイング

大規模草地牧場

北オホーツクはまとんべつ

○利尻山登山
標高1,721mの独立峰「利尻山」は日本百名山のひとつで例年多くの登山
者が訪れます。遮るものが何もない頂上から360°の大パノラマを存分に
楽しむことができます。 期間：５月～１０月（夏山登山）

○電気通信ゆかりの地

オタトマリ沼

戦前北海道と旧樺太間を結ぶ海底
ケーブルが引かれ九人の乙女たちの
最後のメッセージを受信した場所。

ラムサール
条約湿地

寝熊の岩

～・～・～ お 土 産 ～・～・～

【Hamatonbetsu】

エサヌカ線

北のカナリアパーク

験 ～・～・～

浜頓別町

【Sarufutsu】

JR駅
宗谷丘陵

桃岩

猿払村

道の駅

【Rishirifuji】

【ラムサール条約登録湿地】白鳥が舞うクッチャロ湖と豊かな海の町

ウスタイベ千畳岩

北緯45°
モニュメント

○利尻昆布

○道の駅さるふつ公園
サハリンの島影を望むオホーツク海
と広大な牧場に囲まれた村のメイン
スポット。

オホーツク
ミュージアムえさし

島の特産品の一つである最高級の昆布で、上質な出汁が取れる事で大変人気です。
○蒸しウニ缶

島の特産品で最高級昆布である「利尻昆布」を食べて育った利尻
島産ウニ（キタムラサキウニ・エゾバフンウニ）を蒸した缶詰です。

マリーン
アイランド岡島

てしお温泉夕映

天塩町

ピンネシリ
温泉

鏡沼海浜公園
キャンプ場

https://www.rishiri-plus.jp/

～・～・～ グ ル メ ～・～・～

○ほたてカレー

日本有数の漁獲高を誇る
「ほたて」
をふんだ
んに使用した名物カレー。
○道の駅弁ほたて飯
ほたての出汁がきいた道の駅弁！ほたての
旨味たっぷりの逸品。

～・～・～ あ そ び ～・～・～

○ほたて貝剥き体験

実際に剥いて貝焼きで召し上がれます。
場所：さるふつまるごと館 期間：4月～10月
○パークゴルフ
牧場とオホーツク海を見渡せるコース。
場所：道の駅さるふつ公園内 期間：5月～10月

ホテルニュー幸林
北緯45°
モニュメント

わが街のオススメ

（一社）さるふつ村観光協会

ペーチャン川砂金掘体験場

TEL : 01635-2-2211

～・～ 観光スポット ～・～

○クッチャロ湖

国内最北のラムサール条約登録湿地。４月中旬に
は約６，０００羽の白鳥が見られる。夏にはカヌーや
ウインドサーフィン、また、キャンプ場も隣接してお
り豊かな自然を感じることが出来る。
○ベニヤ原生花園
100種類以上の草花が咲く天然の花園。6月～9月
上旬まで観光フラワーガイドによる無料ガイドも
行っており、その時の見ごろの草花を楽しめる。
○クローバーの丘
一面にクローバーが群生しており、広大な牧草
地が広がる。クッチャロ湖、オホーツク海が一望
でき、鳴らすと幸せになると言われている「幸福
の鐘」もある。

～・～・～ 体

○砂金採掘公園

験 ～・～・～

伝統的なゆり板とカッチャを使った砂金掘り体験が出来る。取った砂金はストラップに
して持ち帰り可能。インストラクターがしっかり教えてくれるので初心者でも楽しめる。
○はまとんべつ温泉
国内トップレベルの泉質を誇り、「美人の湯」として人気。温泉かけ流しのコテージ、４月下旬から～１０月中旬に
は無料開放している足湯もある。泊まってゆっくり楽しむことも、ちょっとした休憩で利用することも出来る。

～・～・～ グ ル メ ～・～・～

○池田牧場のソフトクリーム

ミルク風味しっかり、後味すっきりのソフトクリーム。生乳と砂糖をメインで使用しており、人気
のソフトクリーム。道の駅などで販売している。（販売期間に変動があるため、要確認）。
○ミルクジャム
ぶんちゃん牛乳で作っている手作りジャム。保存料・人工甘味料は不使用
で生乳１００％から作ったジャム。道の駅などで販売している。

浜頓別町観光協会(浜頓別町役場内)
TEL : 01634-2-2346

http://sarufutsu.jp/

http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/kanko-kyokai/

中川町
温泉総選挙（2016）健康増進部門第3位に選ばれた湯処

北緯45度の風が吹く町

豊富町

雄大な天塩川の流れと自然味あふれる大地に包まれた街

幌延町

【Toyotomi】

飼育方法に拘り、独特の臭みも少ない、大変食べやすい合鴨肉。トナカイ牧場レスト
ランでは合鴨のラーメンが人気。この他、鍋、すき焼き、しゃぶしゃぶも楽しめます。

町産ミズナラ材を活用した木樽で貯蔵・熟成したワインや純米酒の製造に取り組んで
います。国産のミズナラ樽は大変貴重。独特のスモーキーな薫りをお楽しみください。

日本最北の大河天塩川、日本海、鏡沼という３つの水辺に
恵まれた自然環境。スズラン、エゾカンゾウ、ハマナスなど
が咲き乱れる風景は絶景です。

復元された竪穴式住居や住居跡など先人たちの生活
を疑似体験することができ、周辺には森林浴を楽し
みながら散策できるフットパスコースがあります。

○天塩川河川公園

○天塩川歴史資料館

天塩川を越えた向こう側に日本海と利尻富士が一望
できるスポットで、中でも夕日に沈む様は感動できる
絶景のスポットです。

幌延町観光協会(幌延町役場内)

天塩町観光協会
（天塩町役場内）

TEL : 01632-5-1113

TEL : 01632-2-1729

http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/

天塩町の歴史や、文化に関する貴重な資料が２千点以上も
展示されており、中でもかつて物流の要であった長門船復
元模型は、近代化産業遺産に認定されています。

http://www.teshiotown.hokkaido.jp

○稚内港北防波堤ドーム
古代ローマ建築を思わせる世界的
にも類のない構造物として北海道
遺産に認定され、港のシンボルと
なっております。

野菜や海産物を多く使用したソウルフード
として地元民に愛されています。

167

約

km

162

約

km

44

約

km

77

約

km

20

約

km

30

km

km

37

約

km

～・～・～ あ そ び ～・～・～

約

60

km

豊富温泉 湯の杜ぽっけ
………………………… TEL73-6850

電動アシスト自転車で市内観光にとても便利です。
場所：稚内観光協会 期間：4月下旬～10月

トヨタレンタリース旭川
稚内店 ……………… TEL22-0100
稚内空港店 ………… TEL29-3100

礼文町（0163）

○遊覧雪上車

タイムズカーレンタル
稚内駅前店 ………… TEL22-5656
稚内空港前店 ……… TEL27-2226

http://www.welcome.wakkanai.hokkaido.jp

日産レンタカー
礼文カウンター ……… TEL89-6677
トヨタレンタリース旭川
礼文店 ……………… TEL86-1117
利尻町（0163）

トヨタレンタカー
利尻空港店 ………… TEL82-1100

バ ス

ニッポンレンタカー
………………………… TEL89-0919

宗谷バス本社……TEL（0162）32-5151

まごころレンタカー
……………………… TEL82-1551
利尻空港営業所 …… TEL82-2611

枝幸営業所……TEL（0163）62-1044

マルゼンレンタカー
………………………… TEL82-2295

J

R

かめやレンタカー
………………………… TEL84-2252

JR稚内駅…………TEL（0162）23-2583

利尻富士町（0163）

JR南稚内駅………TEL（0162）23-3217

チセキ石油販売
ちょいのりレンタカー… TEL22-1109

利尻レンタカー
………………………… TEL82-2551

JR幌延駅…………TEL（01632）5-1009

ニコニコレンタカー
稚内駅店 …………… TEL73-3888

トヨタレンタリース旭川
利尻店 ……………… TEL89-2300

日産レンタカー
稚内空港店 ………… TEL26-2324

札幌

枝幸町

【Esashi】

軍艦岩

オホーツクミュージアムえさし

北海道指定天然記念物で貴
重なカルスト地形を見ること
ができます。公園内は約1.５
kmの遊歩道が整備され、季
節ごとの自然散策を楽しむ
ことができます。
※カルスト地形とは地表に
露出した石灰岩が，二酸化
炭素を含んだ雨水によって
溶食されてできる地形。

枝幸町の西側に標高172m
の山頂に三笠山展望台が
あります。360度の視界を
有した展望台からは、どこ
までも続くオホーツクの素
晴らしい海岸線を見渡すこ
とができ、冬はスキー場とし
て営業しています。
（公共交
通では行けません）

中頓別鍾乳洞

お問い合わせ先／
稚内：宗谷バス駅前バスターミナル ☎0162-22-3114
稚内：北都観光
（株）
☎0162-23-3820
札幌：北都交通札幌予約センター ☎011-241-0241
宗谷バス http://www.soyabus.co.jp/

札幌

～・～ 観 光 スポット ～・～

○中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園

新千歳
苫小牧

日本最北の鍾乳洞「中頓別鍾乳洞」をは
じめ、四季折々の動植物も観察できる
自然散策にお勧めの公園です。

函館

時間）、特急サロベツ（所要時間約5時間20分）合わせて3

青森

往復が運行されています。また、旭川～稚内間は約3時間

大間
八戸

○ペーチャン川砂金掘り体験場
かつてゴールドラッシュに沸いたペーチャン
川には今も砂金が残り、気軽に砂金掘り体験
が楽しめます。道具のレンタルもありますの
で手ぶらでどうぞ。

秋田
仙台

JR北海道 http://www.jrhokkaido.co.jp/

大洗

新潟

○ピンネシリ岳

稚内営業所……TEL（0162）33-5515
羽田
敦賀

礼文宮業所……TEL（0163）86-1020
利尻営業所……TEL（0163）84-2550
北都観光…………TEL（0162）23-3820
沿岸バス
豊富営業所……TEL（0162）82-2234

フェリー
ハートランドフェリー
予約専用ダイヤル…TEL
（0570）02-8010

お問い合わせダイヤル…TEL
（0570）09-8010

舞鶴

空路
稚内～羽田

通年運行

約1時間55分

稚内～新千歳

通年運行

約1時間

●稚内空港から稚内市内へはタクシー約20分、
各便に接続するバスは約30分
お問い合わせ先／稚内空港
稚内空港ビル

三笠山展望閣

わが街のオススメ

旭川
小樽

お問い合わせ先／
JR北海道稚内駅
☎0162-23-2583
JR北海道南稚内駅 ☎0162-23-3217

オリックスレンタカー
稚内店 ……………… TEL34-0543

ニッポンレンタカー
稚内駅前営業所……… TEL22-0919
稚内空港前営業所…… TEL26-2233

毎日6便運行

35分で運行されています。
（列車により異なります）

km

豊富町（0162）

大雪原を遊覧走行。寒くても安心のキャビン付です。
場所：道立宗谷ふれあい公園 期間：2月

約5時間50分

札幌～稚内間には、JRの特急スーパー宗谷（所要時間約5

約

稚内市（0162）

○レンタサイクル

稚内

稚内へのアクセス

JR

60

約

レンタカー情報

（一社）
稚内観光協会
TEL : 0162-24-1216

km

km

内

http://www.toyotomi-kanko.net/

○ミズナラ樽熟成ワイン・ミズナラ樽貯蔵純米酒「幌延」

史 ～・～・～

約1万年前まで続いた氷河期に形
成された周氷河地形は北海道遺産
に選定されており、その広大さに魅
了されます。

○チャーメン

15

km

17

40

約

約

km

約

47

約

km

稚

TEL : 0162-82-1728

○サロベツ合鴨製品

～・～・～ 歴

○川口遺跡風景林

○宗谷丘陵

スライスしたミズダコをしゃぶしゃぶし、お
店オリジナルのタレでご堪能できます。

200

16

約

猿 払

豊富町観光協会

～・～・～・～・～・～・～・～ グ ル メ ～・～・～・～・～・～・～・～

～・～ 観 光 スポット ～・～

○鏡沼海浜公園キャンプ場

北緯45度31分22秒に位置する宗
谷岬では、天気が良いとサハリンの
島影を望むことができます。

約

km

○たこしゃぶ

20

約

km

km

59

km

豊 富

サロベツ湿原に詳しいガイドと一緒に更に楽しく！
場所：サロベツ湿原センター 0162-82-3232

天塩産のしじみを用いたご当地ラーメンでしじみ
本来の風味を最大限引き出したスープは絶品です。
また、手軽に味わえるインスタント袋麺も好評です。

200

km

浜頓別

○サロベツ湿原木道ガイド

○しじみラーメン

古来より「蝦夷の三絶」と謳われるほど
の絶品で、天然しじみは味と粒の大きさ
は全国的に評価されています。

137

約

km

約

Access information

都市間長距離バス

52

約

332

幌 延

電動アシスト自転車で観光地めぐり！
場所：豊富町観光情報センター 0162-82-2100

○天塩名産しじみ

幌延町内にある8つの駅の内６つが「秘境駅」で
どれも個性的。多くの鉄道ファンが訪れている
事もあり、町としても鉄道資産を活用したまち
おこしに取り組んでいます。中でも、「糠南駅」は
原野の中にポツンと存在する板張りのホーム
に、ヨドコウ物置が待合所として存在感を示し、
旅人はここを目指してやってきます。

約

km

中頓別

○レンタサイクル

○糠南駅

施設内には、パネル展示やマルチスライド映像、コン
ピューターを使ったクイズ形式で、サロベツの自然につ
いて学ぶことができます。２階の展望ルームには望遠鏡
も備え付けられており、天気に恵まれれば「名峰利尻山」
を背景にサロベツ原野を一望できます。ここでは、四季を
通して様々な動植物を観察することができます。また、夕
日の絶景スポットとして「パンケ沼」も有名です。

137

km

天 塩

油分を含んだお湯で、石油の匂いが特徴です。
全国的にも類のない泉質で、全国から多くの
方が湯治（とうじ）に訪れています。

～・～・～ あ そ び ～・～・～

○幌延ビジターセンター（利尻礼文サロベツ国立公園）

～・～・～ グ ル メ ～・～・～

約

266

枝 幸

○豊富温泉

臭みがなく、やわらかいのでとっても食べすい美味しいジビエ
場所：ふれあいセンター内 味彩

○幌延町トナカイ観光牧場
トナカイの牧場としては国内最大級。現在放牧
されている約５０頭のトナカイはフィンランド
からやってきた幌延生まれの二世、三世で、通
年、エサやり体験ができ、冬はトナカイソリに
乗ることができます。隣接するノースガーデン
では６月中旬から約一カ月間、天上の妖精と呼
ばれる「幻の青いケシ」を見ることができます。

～・～ 観 光 スポット ～・～

○宗谷岬

km

直行バス

約

旭川空港

国内最大の高層湿原「利尻・礼文・サロベツ
国立公園」の入り口にある案内施設。湿原
の成立ちや自然情報を写真や映像で知る
ことができる他、木道ガイドや自然観察用
グッズのレンタルも行っている。

○エゾ鹿肉ジンギスカン

～・～・～・～・～・～・～・～ 特 産 品 ～・～・～・～・～・～・～・～

わが街のオススメ

19

約

フェリー

約

旭 川

○サロベツ湿原センター

特産品の「サロベツ牛乳」を使用した濃厚な味わいのラーメン
場所：ミルクカフェ＆雑貨 ferme

～・～・～・～・～・～・～ 観光スポット ～・～・～・～・～・～・～

宗谷岬

新千歳
空港

ヨーロッパのような丘陵地帯が広り、
草を食む牛たちと牧草ロールの牧歌
的風景がドライブには最高です。

わが街のオススメ

車
JR

稚内市を起点とした主な市町村間を主要道路を利用した場合の距離です。
ご旅行やドライブに出掛ける際の目安としてご利用下さい。

天塩川河川公園

わが街のオススメ

主な市町村間の距離

札 幌

オトンルイ風力発電所

日 本 最 北 に 位 置 する 街
で、恵みの海と緑の大地
がおりなす壮大な自然と
共に「北の玄関口」
として
数々の歴史をこの地に刻
んできました。

利尻島

北海道で2番目の長流
「天塩川」の河口にある公
園。青々とした芝生と、目
の前の日本海とその水平
線からそびえる利尻山は
絶景です。特に、夕暮れの
巨大なパノラマは必見の
価値があります。

～・～・～ グ ル メ ～・～・～

中頓別町

音威子府村

鏡沼海浜公園キャンプ場

（鴛泊港）

日本海側、道道106号線
沿いを走ると見えてくる
風車群。
約3kmほど一直線に立ち
並ぶ風車は迫力満点の風
景です。

森と海の理想郷で遊ぶ、食べる

稚内公園（夜景）

礼文島

東京ドーム約320個分と
日本有数の規模の牧場
で、見渡す限りなだらか
な丘陵地帯には約1400
頭の乳牛が5月～10月の
間放牧されています。
（公
共交通では行けません）

ロマン息づく大自然の町

【Nakatombetsu】

（香深港）

しじみ

○ミルクラーメン

北緯45度癒しの里

【Wakkanai】

幌延町トナカイ観光牧場

わが街のオススメ
～・～ 観光スポット ～・～

稚内市

【Teshio】

豊富温泉

大規模草地牧場

○大規模草地牧場

天塩町

【Horonobe】

うたのぼり
グリーンパークホテル

わずか43kmの彼方にサハリン（旧樺太）を望む国境の街

TEL.0162-27-2121

https://www.wkj-airport.jp/

標高７０３ｍ、登山道も整備され、家族で
登山を楽しむことができる山です。天気が
良ければ頂上から利尻富士やオホーツク
海を眺めることができます。

わが街のオススメ

～・～・～ 特産品 ～・～・～

○はちみつ彩北の滴

中頓別町産の特産はちみつです。種類は「チシマ
アザミ」
「キハダ」
「シナノキ」などがあります。
○なかとん牛乳
中頓別町産の特産牛乳です。低温殺菌製法
により牛乳本来の風味を楽しめます。

～・～・～ 体

○カヌー体験

験 ～・～・～

中頓別町を流れる頓別川をはじめ、周辺の川や湖で楽しめるカヌー体験です。
お問い合わせ：そうや自然学校
○ネイチャークラフト体験

バードコール作りやトドマツの葉蒸留体験など各種クラフト体験を楽しめます。
お問い合わせ：そうや自然学校

～・～ 観光スポット ～・～

○神威岬

国の名勝にも指定され、中腹に白黒模様の「神威
岬灯台」があり、近くには岬を眺めることのできる
「神威岬公園」はオホーツク海を一望できる。
○ウスタイベ千畳岩
その名のとおり一面に畳を敷きつめたような岩が
波打ち際まで広がる珍しいスポット。道立自然公園
にも指定されており、周辺にはオートキャンプ場も
あり雄大な自然を体感することができます。
○三笠山展望閣
標高172ｍの三笠山を登りきると見えてくるのは真っ白
な四角い建物。360°の大パノラマで街とオホーツク海
が一望できる絶景スポット。カフェラウンジが併設され、
景色を眺めながらティータイムすることが出来ます。

(一社)なかとんべつ観光まちづくりビューロー

枝幸町観光協会

TEL : 01634-7-8510

TEL : 0163-62-1205

http://nakatom.com

～・～ 歴史・文化 ～・～

○オホーツクミュージアムえさし

国の指定文化財を中心とした200点以上にも及ぶ「オホーツク文化」をはじめ、
７ｍを超える国内最大級の「シャチの骨格標本」や世界的にも希少価値のある
「デスモスチルス」の化石などが入場料は無料で観覧することが出来る博物館。

～・～・～ グ ル メ ～・～・～

○毛がに汁

枝幸の名物グルメと言えば「毛がに汁」。かにの身や足が丸ごと入
る豪華さ、かにみそを汁に溶け込ませているコクの深い味わい。
毛がに漁の時期やイベントなどでしか味わえない逸品。

～・～・～ 特 産 品 ～・～・～

○枝幸ほたての干し貝柱

北海道オホーツクの海で育った枝幸（えさし）産帆立の干し貝柱
です。グリコーゲンやアミノ酸、タウリンなどの栄養が豊富な帆立
貝柱は干すことでうまみ・甘み・香ばしさが凝縮されています。

http://esashi-kankou.com

