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苫前町　Tomamae town
北海道北西部日本海に面し、留萌管内中部に位置する町。
町名の語源は、アイヌ語で｢トマ・オマ・イ｣（エゾエンゴサク・
ある・もの(場所)）に由来する。
肥沃な土地と海と山の美しさが織りなす自然景観で、海の幸、山
の幸に恵まれている。
風力発電が盛んで、国道232号から見る北海道最大級の風力発電
風車群は圧巻。上平地区は、民間企業による、わが国初の本格的
な風力発電施設。風かおる 人が輝き 躍動する町。 

人　口：3,321人
　 　　（平成28年1月末現在）
町の花：エゾエンゴサク
町の木：ナナカマド

自然・歴史の見どころ
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留萌市留萌市

小平町小平町

鬼鹿鬼鹿

羽幌町

増毛町増毛町 留萌本線留萌本線

留萌幌糠I.C留萌幌糠I.C

苫前町苫前町

上平上平 古丹別古丹別

留萌川留萌川

暑寒別川暑寒別川

ポロシリ山ポロシリ山

松浦武四郎像松浦武四郎像

おびらしべ湖おびらしべ湖

天狗山天狗山

鬼鹿厳島神社鬼鹿厳島神社

旧留萌佐賀家漁場旧留萌佐賀家漁場

北海道遺産「増毛小学校」と「歴史的建物群」北海道遺産「増毛小学校」と「歴史的建物群」
増毛厳島神社増毛厳島神社
重要文化財 旧商家丸一本間家重要文化財 旧商家丸一本間家
秋田藩増毛元陣屋秋田藩増毛元陣屋

増毛山道跡増毛山道跡

渓流の森渓流の森

小平町文化交流センター小平町文化交流センター
クビナガリュウの化石クビナガリュウの化石

北創窯・陶工房「おびら」北創窯・陶工房「おびら」

日和山と烽火台日和山と烽火台
礼受牧場礼受牧場

雄冬岬展望台雄冬岬展望台

旧花田家番屋旧花田家番屋

るるもっぺ憩いの森るるもっぺ憩いの森

海のふるさと館海のふるさと館
樺太引揚三船殉難慰霊碑樺太引揚三船殉難慰霊碑

留萌の波濤留萌の波濤
黄金岬の夕陽黄金岬の夕陽

暑寒別岳暑寒別岳

道の駅　風Wとままえ道の駅　風Wとままえ

岩見の一本松岩見の一本松

三毛別羆事件復元地三毛別羆事件復元地

岡田家鰊番屋岡田家鰊番屋

苫前町水田発祥の地苫前町水田発祥の地
夫婦愛の鐘夫婦愛の鐘
ローソク岩ローソク岩 上平グリーンヒル

ウィンドファーム
上平グリーンヒル
ウィンドファーム

苫前古代の里苫前古代の里

10kｍ

なだらかな丘陵地帯にまっ白な巨大風車が
林立。浜風を利用した国内最大級の大型風
力発電施設で、総発電力50,600kWの風
車39基が並ぶ景色は壮観だ。
日本海を一望できる丘の上から天売島や焼
尻島が見え、夕陽の名所でもある。 

上平グリーンヒルウインドファーム

上平地区の小高い丘にあるハートをかたどっ
たモニュメント。ハートの中に日本海の夫婦島
である天売・焼尻の両島を望み、鐘を鳴らす
と家庭円満・子孫繁栄のご利益があるとされ
ている。ここから見る夕陽は絶景で、晴天の日
には利尻富士も見える。背後に「上平グリーン
ヒルウィンドファーム」の全景がみられる。 

夫婦（めおと）愛の鐘

三毛別（三渓）ヒグマ事件
明治代20年後半、原野の開墾が始まり、
未開の原野への入植者が続いた。大正4年
12月9日・10日両日、町内三毛別（三渓）
で冬ごもり前の一頭のヒグマが、空腹から
凶暴性を発揮し、10人の婦女子を殺傷し
た事件ががおきた場所。当時の様相を一部
復元している。
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苫前町おすすめガイド
苫前の宝

苫前神社の灯籠は、文政6
年(1823)8月に栖原店から
奉納、苫前町の歴史を解明
するうえで、極めて貴重な
もの。

おみやげ

とままえ潮風うどん

八角加工品

苫前昆布

ふわっとえびバーガー

とままえ温泉 ふわっと

湧出温度48度の天然温泉
で保湿効果や湯冷めしにく
い特徴。
日本海を望む露天風呂から
は、天売・焼尻島を一望。
道の駅併設の温泉宿泊施設。
 苫前町字苫前119
 0164-64-2810
 [日帰り入浴]
　 10:30～22:00
　 （最終受付21:30）
　 大人500円/小人250円
　 温泉足湯（夏期のみ･無料）

おみやげ温泉 宿泊 お食事

苫前町イベントカレンダー 海水浴･ビーチ･キャンプ情報
3月～5月

 5月8日(日)～15(日)（開催予定）
　 ステージショーは8日（開催予定）
 古丹別緑ヶ丘公園 
 0164-65-3311（実行委員会） 

古丹別緑ケ丘公園桜まつり
春

6月～8月

 7月24日(日)
 とままえ夕陽ｹ丘未来港公園 
 0164-64-2212（実行委員会）

第13回北海道風車まつり
2016エビ篭オーナーin苫前　　　　

夏

 2月26日(日)
 とままえ温泉ふわっと周辺 
 0164-65-4076（実行委員会）

2017第25回北海道凧あげ大会
第44回苫前町凧あげ大会

12月～2月冬

苫前神社の灯籠

狛犬は、文久4年　3月、
当時の運上屋・栖原店
の支配人 須田伊助か
ら奉納。

道の駅 風
ふわっと
Wとままえ

 苫前町字苫前119番地1
 0164-64-2810
 11:30～15:00
　 17:00～21:00

 苫前町字栄浜67
 0164-64-2339（管理棟）
 4月26日(火)～9月30日(金)
 無料（約100台）
 オートキャンプサイトA4,100円
　 オートキャンプサイトB2,050円
　 フリーサイト500円
 炊事場、ランドリー 、
　 水洗トイレ（障がい者用有り） 

 とままえ夕陽ヶ丘オートキャンプ場

 苫前町字栄浜55 
 0164-64-2212（町企画振興課）
 7月16日(土)～8月21日(日)
 無料（約100台）大型車4台 
 入場無料　シャワー300円
 食堂、売店、喫茶店展望室、
 　水洗トイレ（障がい者用有り）、
　 温水シャワー（有料）

 とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ



小平町イベントカレンダー

+,

小平町　Obira town
北海道のほぼ北西に位置し、西は日本海に面している。
町名の語源はアイヌ語の｢オ・ピラ・ウシ・ペッ｣で、川口に崖が
ある川で川尻に崖があるので名付けられている。
旧花田番屋に象徴されるニシン漁で賑わったこのマチは、今も漁
業を中心とする一次産業が主体である。近年は、稲作に加えて小
麦ルルロッソの作付にも取り組んでいる。昭和53年、小平町開
基100年の年に、東京都小平市と姉妹都市の締結をしている。雄
大な日本海と緑豊かな自然につつまれた町である。

人　口：3,328人
　 　　（平成28年2月1日現在）
町の花：ツツジ
町の木：イチイ

小平ダムを利用して造られた人造湖。
湖にかかる｢滝見大橋｣は、湖上橋として全
道一の長さを誇る。ダム公園には、クビナ
ガリュウのモニュメント等があり、毎年７
月下旬、『森と湖に親しむつどい』という
イベントが行われる。
森と湖に囲まれた憩いの場所である。

おびらしべ湖

日本最北端の国指定重要文化財。
平成13年北海道遺産にも認定される。
明治38年頃に建築され、道内で現存する
番屋では最大の規模を有し、当時雇い人が
200人を超えた大鰊漁家である。巨材を豊
富に用い梁組は豪壮で、盛時の鰊漁を知る
好資料である。｢道の駅｣を併設している。

旧花田家番屋

にしん文化歴史公園
旧花田家番屋、国道232号線をはさんで海
側に位置している。遠い昔、小平町を訪れ
た北海道の名付け親、松浦武四郎の銅像が
設置されている。夕陽をイメージしたモニ
ュメントには、武四郎が鬼鹿で詠んだ短歌
が刻まれている。
｢何も似ず　すがたやさしき　女郎花　　
  なまめき立てる　おにしかの里｣

3月～5月

 5月22日(日)
 旧花田家番屋  
 0164-56-9500
　 （にしん番屋まつり実行委員会）

第34回鰊番屋まつり 

6月～8月

 7月下旬
 おびらしべ湖ダム公園 
 0164-58-1111
　 （森と湖に親しむ実行委員会）

おびらしべ湖 森と湖に親しむつどい 
夏

 8月28日(日)
 ゆったり館裏　多目的広場  
 0164-56-2111
　 （小平町産業まつり実行委員会） 

第40回小平町産業まつり 

春
海水浴･ビーチ･キャンプ情報

 小平町花岡17 
 0164-59-1950 （管理棟）
 6月下旬～8月中旬
 無料（約100台）
 入村料：大人200円（1日）
　　　　　中学生以下150円（1日） 
　 フリーサイトテント持ち込み
　 1人用450円（1日）
　 2人以上用1,000円（1張）
　 オートサイト2,500円～
　 常設テント1,500円
　 バンガロー2,500円
　 オートバンガロー4,500円～  
 管理事務所、炊事場、水洗トイレ、貸し毛布、
　 貸し食器、薪、炊事用鉄板、シャワー有り（各有料） 

 小平町望洋台キャンプ

 小平町字臼谷
 0164-56-2710（臼谷観光協会）
 7月中旬～8月中旬
 約300台（1日500円～）
 休憩テント（有料）、脱衣所シャワー、炊事場、
　 水洗トイレ（障がい者用有り）

 臼谷海水浴場

 小平町字臼谷
 0164-57-1951（鬼鹿観光協会）
 7月中旬～8月中旬
 約300台（1日500円～）
 炊事場、脱衣所、シャワー、
　 水洗トイレ（障がい者用有り）

 おにしかツインビーチ



総合交流ターミナル施設。
客室１５室、最大５３名が宿
泊でき、大浴場は「光明石温
泉」でジャグジーバス、サウ
ナ、休憩室もある。
 小平町小平479-16 
 0164-56-9111 
 [日帰り入浴]
　 10：00～21：30
　 大人500円/小人300円※
　 ※4歳以上小学生以下
 11:00～15:00
　 17:00～20:20  

&-

留萌市　Rumoi city
北海道中央部西端に位置し、北西部は日本海に面している。
地名はアイヌ語の｢ルルモッペ｣が語源で、｢汐が奥深く入る川｣と
いう意味。江戸末期から明治、大正、昭和と百年以上にわたりニ
シン漁が人々に与えた恩恵は、暮らしや文化、芸能、建造物に色
濃く残っている。水産加工を基幹産業とし、現在はニシンの魚卵
であるカズノコの国内最大の加工地となっている。
作曲家佐藤勝氏をはじめとする音楽関係者を多く輩出し、近年音
楽関係の合宿地として誘致活動が盛んである。

人　口：22,481人
　 　　（平成28年1月末現在）
市の花：ツツジ
市の木：アカシア

小平町おすすめガイド
小平町B&G海洋センター
体育館、武道館、艇庫、グラ
ンドなどが整備され特に艇
庫は、ヨット、カヌーなどが体
験できる数少ない海洋性ス
ポーツ施設である。
付近にはキャンプ場などもあ
り、各種団体宿泊研修等に
も利用できる。
 小平町字小平町458-3  
 0164-59-1216
 体育館 月曜休館日
　 運動広場 4月下旬～10月中旬
　 舟艇 6月下旬～8月中旬
※団体（10名以上）利用可

ゆったりかん
温泉 宿泊 お食事

道の駅 おびら鰊番屋
観光交流センター
 小平町字鬼鹿広富
 0164-56-1828
 9:00～18:00（4月～11月）　10:00～17:00（12月～3月）
食材供給施設（レストラン鰊番屋）
 小平町字鬼鹿広富　  0164-57-1411
 8:00～17:00（5月～10月）　9:00～16:00（11月～4月）
 月曜日(1月～2月冬季休業)
　 （但し6月第3月曜日から8月第2月曜日まで無休）
重要文化財  旧花田家番屋
 小平町字鬼鹿広富　  0164-57-1411
 9:30～17:00（5月～10月）10:00～16:00（11月～4月）
 月曜日・12月28日(水)～1月15日(日)
　 （但し6月第3月曜日から8月第2月曜日まで無休） 

特産品

タコ珍味

小平牛加工品

アイボリーメロン

古くから石炭、道産木材の積み出し港とし
て栄えてきた重要港湾。現在は、旭川を中
心とする上川・空知地方の産業・生活物資
の流通拠点港湾として、また、日本海を漁
場とする沿岸漁業の基地として重要な役割
を果たしている。古丹浜埠頭や三泊埠頭で
は大型貨物船や客船が入港している。

留萌港

留萌港を中心に市街地を一望できる海抜
180mの丘陵地帯。沖合に天売・焼尻両島、
南に暑寒別岳の峰々を望める。
留萌隆盛の礎を築き｢留萌港開発の父｣と言
われる五十嵐億太郎翁彰徳碑がある。
敷地内にはログハウス風の休憩施設、奥に
｢ルルモッペ憩いの森｣が広がる。

千望台

黄金岬
柱を積み重ねたような荒々しい奇岩が幾つ
も並ぶ独特な景観をもつ海岸。
沖に沈む夕陽は｢日本一の落陽｣で、かつて
千石場所としてニシンを満載した船が黄金
色の沖を往来した。冬の強い波は、十数
メートルにも立ち上がり｢世界三大波涛｣と
言われている。
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留萌市イベントカレンダー

 7月下旬
 留萌港南岸　市内目抜き通り
 0164-42-1840（同実行委員会）

るもい呑涛まつり

 8月上旬　  高砂公園裏河川敷
 0164-43-5515（同実行委員会）

Love River  るもい川まつり

 8月中旬　  やん衆特設会場
 0164-42-1840（同実行委員会）

やん衆盆踊り

海水浴･ビーチ･キャンプ情報

 留萌市沖見町
 0164-43-6817（留萌観光協会）
 7月9日(土)～8月21日(日)
 800台（普通車1日600円／大型車1,000円）
 砂浜テントは無料
　 有料緑地サイト テントor タープ1張1泊500円
　【元気テント村】
  ・貸出テントセット（6～8人用） 
　  1泊2日3,000円
  ・バンガロー（4～6人用）
　  1泊2日6,000円
　 別途有料レンタル品：焼き台・ランタン・炭
 管理棟、売店、脱衣場、
　 温水シャワー（5分300円）、炊事場、
 　水洗トイレ（多目的トイレ用有り）

  ゴールデンビーチるもい 3月～5月春

12月～2月冬

 2月上旬　  留萌合同庁舎周辺
 0164-42-8421（同プロジェクト）

オロロン・スノーパラダイス2017

 4月23日(土)～10月10日(月・祝)
 留萌市大町2丁目
 0164-43-6817（留萌観光協会）

黄金岬海浜公園オープン

 4月23日(土)～10月30日(日)
 留萌市大町2丁目
 0164-43-6677（海のふるさと館）

海のふるさと館オープン

 4月23日(土)～10月10日(月・祝)
 留萌市礼受町
 0164-42-0569（景食ハウス）

千望台休憩所・「景食ハウス」オープン

 4月23日(土)～10月10日(月・祝)
 留萌市礼受町
 0164-43-0964（トリム）

礼受牧場畜産館「トリム」オープン

うまいよ！るもい市
 開催予定
 未定
 0164-43-6817
　 （同実行委員会）

 3月13日(日)
 陸上自衛隊留萌駐屯地
　 グランド
 090-7658-6633
　 （同実行委員会）

萌っこ春待里

 留萌市大字留萌村字マサリベツ1178-1
 0164-42-1344（神居岩パークハウス）
 5月上旬～10月末
 無料（約200台）
 入場無料・テント無料（フリーサイト）
 管理棟、炊事場、水洗トイレ、アスレチック

 神居岩公園グリーンスポーツキャンプ場

 留萌市大町2丁目
 0164-43-6817（留萌観光協会）
 4月23日(土)～10月10日(月・祝)
 無料（北側20台・南側40台）
 入場無料・テント無料（フリーサイト）
 炊事場、水洗トイレ（障がい者用有り）

 黄金岬キャンプ場

 7月中旬～8月中旬（毎週土日全5週）
 市内観光施設
 0164-42-1840（市経済港湾課）

カズモちゃん無料巡回バス走行

 7月10日（日）
 ゴールデンビーチるもい
 0164-42-2917（留萌体育協会）

第21回日本海CUP争奪ビーチバレー留萌大会

 7月9日(土）～8月21日(日）
 留萌市沖見町
 0164-43-6817（留萌観光協会）

ゴールデンビーチるもいオープン

 7月1日(金)
 留萌港古丹浜地区
 0164-42-1840（市経済港湾課）

客船にっぽん丸寄港

6月～8月夏 6月～8月夏

 6月下旬～8月中旬
　 （全6回/土曜20:00）
 ゴールデンビーチるもい
 0164-43-6817
 　（留萌観光協会）

留萌海岸花火

 6月下旬
 ゴールデンビーチるもい
 0164-43-6817（同実行委員会）

第7回オートキャンプフェスティバルinるもい
6月～8月夏
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増毛町　Mashike town
北海道北西部、留萌管内南部にあり、海岸線の美しい雄冬海岸と
暑寒別天売焼尻国定公園の一部である暑寒別岳を抱える。
町名の由来は、アイヌ語で「カモメの多いところ」という意味の
「マシュケ」が転じたといわれている。
今から２６０年ほど前、増毛に漁場が開かれて以来、漁業を中心
に栄え、幕末期には北方警衛の要衝としての役割を担った。
明治、大正、昭和にかけての歴史的建造物群が駅前周辺に残り、
町内には北海道遺産に選定されたレトロな建物が立ち並ぶ。

人　口：4,666人
　 　　（平成28年1月末現在）
町の花：オオヤマザクラ
町の木：ナナカマド

街を一望する小高い丘に建つ昭和11年建
築の木造校舎。開校は明治11年で、教師
１名、児童36名の記録が残る。　　
創立時の名称は増毛教習所。その後改称が
続き、昭和22年に増毛小学校となった。
平成23年まで子供たちが元気に学んでい
た、道内最大最古の大型木造校舎である。

旧増毛小学校（北海道遺産）

明治初期から天塩國一の豪商と謳われた 
｢本間家｣。呉服商に始まり鰊漁の網元、海
運業、酒造業など時代とともに多岐にわた
り事業を展開した。｢木骨石造りの呉服店
舗と呉服蔵（石蔵）｣など木造一部三階建て
の付属家がある。平成15年12月、国の重
要文化財に指定された。 

重要文化財 旧商家丸一本間家（北海道遺産）

増毛厳島神社
有数の歴史を誇る道内随一の彫刻神社。
参道の唐獅子や灯籠は江戸時代のもの。
拝殿の絵馬、雲竜の天井画日本画など逸品
物多数。特に本殿は、総欅づくりで中国の
物語から全面70数箇所彫刻が施されており、
平成2年増毛町有形文化財に指定された。

留萌市おすすめガイド
国指定史跡旧留萌佐賀家漁場 お勝手屋萌 ホテル神居岩

JR留萌駅から徒歩3分。
観光案内所も兼ねた留萌市
のおみやげ処。留萌管内の
特産品や銘菓、工芸品など、
おみやげの品揃えも豊富。
地元農水産物を使って留萌
のお母さんたちが考案･開発
したオリジナル商品も販売。
留萌市幌糠産米ゆめぴりか、
数の子の佃煮、糠にしんを
入れた｢磯むすび｣も人気。
 留萌市栄町3丁目2-13 
 0164-43-1100 
 9:00～18:00
 年中無休
　 ※12/31･1/1を除く
 http://okatteya-moe.

　 shop-pro.jp

自然に恵まれた神居岩総合
公園近くにある温泉宿泊施
設。
2種類の源泉があり、神経
痛・関節痛・冷え性・リウ
マチ性疾患など効能も豊か。
サウナも完備。
パークゴルフ場や運動公園
も近い。神居岩公園では、
春には桜やツツジの開花風
景、秋は色鮮やかな紅葉の
風景を楽しめる。
 留萌市カムイワ495-1 
 0164-42-3500 
 [日帰り入浴]
　 10:00～23:00
　 （月･金は22:00まで）
　 大人500円/小人200円
 120台（無料）
 http://primenet2010.
　 biz/kamuiwa/

おみやげ温泉 宿泊

船場公園
 留萌市船場町２丁目 
 0164-42- 2010（市都市整備課） 
 通年（屋外施設は5月上旬～10月末）

平成28年度から全面供用開始となるJR留萌駅裏の公園。公園内には、
管理棟、芝生広場、パークゴルフ場、ドックラン等を設置。（一部有料）

江戸末期弘化元年（1844
年）、佐賀家八代目佐賀
平之丞が開き、昭和32年
（1957年）まで113年間
ニシン漁を営んだ漁場の貴
重な姿を今に伝えており、
平成9年史跡に指定された。
また、ニシン漁に使用した
船・網などの漁労用具が残
されており、3,745点が重
要有形民族文化財に指定さ
れている。
 留萌市礼受 
 0164-42-0435
　 （市教育委員会生涯学習課） 
 年に1度１週間一般公開

　 （上記期間外問い合わせ可）



%*%)

増毛町おすすめガイド
総合交流促進施設 元陣屋 ましけマルシェ オーベルジュましけ

 増毛町別苅217 
 0164-53-2222
 [日帰り入浴]
 　11:00～22:00 
 　大人550円/小人310円
 http://www.auberge-

mashike.jp/

おみやげ温泉 宿泊 お食事

増毛町イベントカレンダー
3月～5月

 5月28日(土)～29日(日)
 駅前歴史通り周辺 
 0164-53-3332（実行委員会） 

増毛えび地酒まつり2016
春

増毛駅
大正10年に開通。留萌～増毛
間の途中駅7つは無人駅でほぼ
全区間が海岸沿いを走る。
故・高倉健さん主演映画｢駅｣の
ロケ地。

秋 9月～11月

 9月25日(日)
 増毛港中央埠頭
 0164-53-3332（実行委員会）

第45回増毛町秋味まつり ※イベント名変更

6月～8月

 7月30日(土)～31日(日)
 増毛港特設会場 
 0164-53-3332（実行委員会）

第59回増毛町観光港まつり
夏

 増毛町岩尾109 
 0164-55-2024
 [日帰り入浴]
　 大人500円/小人250円
　 ※4歳未満無料
 http://www.town.mashike.

hokkaido. jp/menu/kanko/
iwaospa/iwaospa.html

岩尾温泉あったま～る
温泉 お食事

平成8年に増毛町が建設し
た文化交流施設。
館内には郷土資料室、図書
室、会議室や多目的ギャラ
リーなどを備え、町内外の
方に生涯学習・文化発信の
場を提供している。郷土資
料室では、幕末に秋田藩に
よって元陣屋が築かれ、北
方警備の拠点として機能し
た増毛町の歴史を学ぶこと
ができる。
 増毛町永寿町4丁目49番地
 0164-53-3522
 9:00～17:00
 毎週木曜日
 大人・大学生400円
　 高校生300円
　 小・中学生200円
　 ※10名以上団体料金で
　　 100円引き 

増毛町の特産品・産直市場
観光案内も併設する観光協
会運営の店。
国道沿いの空き店舗を活用
しオープンしたマルシェに
は、町の農水産加工品をは
じめ山菜や果樹園からはサ
クランボ、イチゴ、桃、ブ
ドウ、リンゴなど季節の新
鮮な果物が並ぶ。町民の手
作り品なども販売している。
 増毛町畠中町1丁目
 0164-56-4210
 4月上旬（予定）～11月下旬
　 9:30～16:30

ノロッコ号の情報
 5月運行予定

海水浴･ビーチ･キャンプ情報

 増毛町別苅881
 0164-53-1385（管理棟）
 4月下旬～10月中旬
 無料（約63台）
 パーク内入場無料
　 ノーマルサイト2,000円
　 スタンダードサイト4,000円
　 キャンピングサイト6,000円
　 コテージ12,000円（３棟）
　 シャワー200円
 炊事場､センターハウス､サニタリーハウス、
　 シャワー水洗トイレ（障がい者用有り）

 増毛リバーサイドパークオートキャンプ場

 増毛町暑寒沢830 
 0164-53-3332（町商工観光課）
 7月～9月　  無料（約20台）
 無料（フリーサイト） 
 水洗トイレ（障がい者用有り）

 暑寒沢野営場

 増毛町雄冬 
 0164-53-3332（町商工観光課）
 7月～9月　  無料（約10台）
 無料（フリーサイト） 
 水洗トイレ（障がい者用有り）

 雄冬野営場

岩尾温泉宿 夕陽荘

 増毛町岩尾140 
 0164-55-9644
 [日帰り入浴]
　 大人500円
 　※岩盤浴有り（別途料金）

温泉 宿泊 お食事



アクセス情報 留萌管内のアクセス案内

沿岸バス㈱ 羽幌本社ターミナル
TEL 0164ｰ62ｰ1550
留萌営業所
TEL 0164ｰ42ｰ1701

札幌市▶増毛町
●海沿い:国道２３１号経由  １１５km（２時間２９分）

札幌市▶留萌市
●国道２７５号経由　　　　１３６km（３時間５分）
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　１５６km（２時間７分）

新千歳空港▶留萌市
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　１９０km（２時間２０分）

旭川市▶留萌市
●国道１２号経由　　　　　　７８km（１時間３９分）
●道央道～深川留萌自動車道（留萌大和田ＩＣ）経由
　　　　　　　　　　　　　　９２km（１時間２０分）

稚内市▶天塩町
●海沿い:道道１０６号経由  　６８km（１時間８分）
●幌富バイパス経由　　　　　７１km（１時間８分）

フェリー TEL 0164ｰ62ｰ1774
FAX 0164ｰ62ｰ5231

バ　ス 留萌ターミナル
TEL 0164ｰ42ｰ2073
札幌ターミナル
TEL 011ｰ231ｰ0500

自動車・バイクの道路アクセス

J　 R TEL 0164ｰ42ｰ0640

てんてつバス㈱ TEL 0164ｰ42ｰ0620

ＪＲ留萌駅

北海道中央バス㈱

羽幌沿海フェリー㈱

TEL（0164）42-3871 ・ FAX（0164）42-2200発行・編集 【事務局】北海道留萌市船場町2丁目 JR留萌駅2Ｆ （株）エフエムもえる内留萌観光連盟

http://www.rumoiclub.net
るもい食楽歩ホームページ

動画サイト

http://www.rumoiclub.net/webcm

るもいWEBCM
『るもいであいました。』

http://www.rumoiclub.net/ororonrobo

留萌管内合体機獣
オロロンロボ メビウス

手書きまっぷ
公開中!!

るもいの魅力を伝えるメンバー(会員)
募集中!!  会費・入会金無料!!

るもいファンクラブ

http://rumoifan.net
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旭川市雄冬
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16.9㎞（約24分）

13.7㎞（約20分）

32.3㎞（約33分）

19.9㎞（約21分）

7.4㎞（約8分）

22.4㎞（約22分）

19.3㎞（約22分）

管内市町村間距離
天塩町

初山別村

遠別町

羽幌町
苫前町

小平町

留萌市

増毛町

天塩町

遠別町

羽幌町

初山別村

小平町

留萌市

増毛町

幌富バイパス

豊富バイパス

苫前町

留萌本線

名寄

深川留萌自動車道

MAPエリア

旭川
札幌

稚内

朝の情報番組内で北海道内５局に
留萌のイベント情報を発信中！

FMもえる 76.9M㎐

http://www.moeru.fm
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