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TOMAMAE

増毛町弁天町1丁目（冬期休）

OBIRA

TEL : 0164-53-1108

タクシー

RUMOI

明日萌ハイヤー増毛営業所
TEL : 0164-53-1331
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〈留萌管内市町村間距離〉
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【住所】増毛町弁天町1丁目27番地
【営業】10:00〜17:00
※木曜休館（冬期休業）7月〜8月無休
木曜日が祝日の時は前日が休み
大人400円（10名以上おひとり様100円引）
TEL:0164-53-1511★

毛

焼
尻
島
留萌管内の詳しい
観光情報サイト
く ら ぶ

（事務局）北海道留萌市船場町 2 丁目 JR 留萌駅 2F 「るもい食楽歩」

（株）エフエムもえる内 TEL : 0164-42-3871 http://www.rumoiclub.net
掲載内容は 2019 年 10 月現在のものです。詳細は留萌観光連盟へお尋ねください。

日本最北の酒蔵。暑寒の伏流水を仕込
み水に使用。全銘柄の試飲（無料）や酒
蔵見学もできる。

【住所】増毛町稲葉町1-17
【営業】9：00〜17：00
※年末年始以外無休
無料湧き水（9:00〜16:30）
蔵の中は１年中水が汲める
（外は冬季休止）
TEL:0164-53-9355（売店）

明治から昭和初期にかけて造られた木
造三階建造物（内部見学不可）。

大正7年創業、町民から愛され続ける
老舗の食堂。

にしん船や、にしんの資料の展示（入場
無料）。

増毛を治めた秋田藩の統治に関する展
示物や資料が豊富。

【住所】増毛町稲葉町１丁目

【住所】増毛町稲葉海岸町53番地

200m

おろろんスタンプラリー 応募要項
下記期間中に留萌管内8市町村のスタンプ設置場所にて
スタンプを押印して所定の応募BOXに投函または事務局へ郵送ください。
応募者の中から抽選で留萌管内の特産品をプレゼント！
当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

1.5km

546 りんごの案内看板

（暑寒沢 果樹ロード入口）

応募期間
2019年 10 月【配布開始】〜2020年 1 月31日（金）※消印有効

あそぶ

増毛駅

暑寒別岳登山

増毛厳島神社

旧増毛小学校

道内随一の彫刻建築の本殿は総欅づ
くり（拝観料300円/要予約）。

昭和11年建築、道内最大最古の大型木
造校舎（外観見学のみ）。

【住所】増毛町稲葉町3丁目38

【住所】増毛町見晴町205-1

★…冬季休業

… 新ご当地グルメ
「増毛名物タコザンギ」取扱店

増毛灯台
【住所】増毛町弁天町5丁目

〈お菓子〉高橋製菓•店
増毛銘菓製造販売
TEL:0164-53-2135

〈カフェ〉ありすこぅひぃ工房
コーヒー､かき氷など
TEL:090-8633-9590（西川）★

〈 パン〉スカンピン
増毛町の手作りのパン屋さん
TEL:0164-53-3935

〈食事処〉漁師の店 清宝
漁師の宿は新鮮な魚介づくし
TEL:0164-53-2922★

〈軽食＆喫茶〉ポルク
丘の上のログハウス風喫茶
TEL:0164-53-3485

〈カフェ〉cafe 海猿舎
オリジナルブレンドのコーヒー
TEL:0164-53-1176

〈地酒〉國稀酒造
日本最北の酒蔵 試飲･見学もできる
TEL:0164-53-1050

〈食事処〉志満川食堂
昔ながらの醬油ラーメン
TEL:0164-53-1342

〈軽食＆喫茶〉フルーツラボ
オススメは自家製アップル パイ
TEL:080-1862-3017★

〈水産加工〉遠藤水産 港町市場
旬・鮮・彩・旨の直売所
TEL:0164-53-2000

〈シードル〉増毛フルーツワイナリー
増毛のリンゴを使ったシードル
TEL:0164-53-1668

〈食事処〉陣屋展望台
海を見ながら豚丼やラーメンなど
TEL:0164-53-1576★

〈軽食＆喫茶〉ふるふるトマト
オリジナルのフルーツソフトが美味しい
TEL:090-9759-2145★

〈水産加工〉北日本水産物 直営店
カズノコ･イクラ･鮮魚など水産物が自慢
TEL:0164-53-3888

〈漬物〉田中青果
人気商品『にしん漬け』
TEL:0164-42-0858★

〈食事処・バー〉dining BAR OSEAN
炭火焼きメニューや各種定食など
TEL:0164-53-3922

〈蕎麦＆カフェ〉cafe de SOBA凜
手打ち蕎麦とカフェの店
TEL:0164-56-0063

〈水産加工〉はますい
たこのやわらか煮は超人気商品
TEL:0164-53-9410

〈精肉〉石山精肉店
味付けジンギスカン､ハンバーグは人気商品
TEL:0164-53-2158

〈食事処〉レストハウス雄冬［雄冬］
季節折々の料理を楽しめる
TEL:0164-55-3241

すが宗
土日祝営業 甘えびと海鮮丼
TEL:0164-53-3540

〈水産加工〉すが宗
たこのやわらか煮、〆さばが人気
TEL:0164-53-3540

〈豆腐〉関 山豆腐店
暑寒の伏流水が美味さの秘訣､手作り豆腐
TEL:0164-53-2566

〈ラーメン〉壱弐壱弐
一味違う自慢のおいしさ
TEL:0164-53-1212

鮨 • 居酒屋 忠
活きの良い魚を使った鮨や生ちらし鮨が自慢
TEL:0164-53-3289

〈水産加工〉ぐるめ食品直売店
タラコ､鮭トバ､水産加工品販売
TEL:0164-53-1213

〈かまぼこ〉鈴木かまぼこ店
目の前で揚げるアツアツのかまぼこは格別
TEL:0164-53-1353

〈ラーメン〉ラーメン こころ
増毛産魚貝をつかった旨味たっぷりラーメン
TEL:0164-56-4356

寿し忠
自慢の海鮮丼､手作りお惣菜のお弁当
TEL:0164-53-2690

〈果物・パン〉フルーツ工房 果凛
〈グッズ〉駅前観光案内所
手作りパン、
ジャム、
ケーキなど 増毛駅の目の前（食堂じゃないよ!）
TEL:0164-53-1108★
TEL:0164-53-1719

〈ラーメン〉麺屋田中商店
酒蔵ラーメン､エビ味噌ラーメンが人気
TEL:0164-53-3680

福よし
鮨･海鮮丼･刺身､一品料理･地酒
TEL:0164-53-1190

〈果物〉秋香園直営店
さくらんぼ､りんご､ぶどうなど
TEL:0164-53-2117★

〈グッズ〉だるまや商店
雑貨から化粧品までなんでも揃う店
TEL:0164-53-1369

〈ラーメン〉ラーメンましけ
醤油､味噌､塩それぞれ美味
TEL:0164-53-2022

〈食事処〉マルジュウ井とう
海鮮丼､定食､ラーメンなど
TEL:0164-53-3399

〈お菓子〉中村屋製菓
どら焼きや中花まんじゅうなど
TEL:0164-53-2321

〈グッズ〉須磨商店
釣り具･スイーツデコ
TEL:0164-53-1503

〈焼肉〉うしだや 増毛店
焼肉、ビビンバ、ラーメン、ピザなど
TEL:0164-56-1814

寿しのまつくら
増毛産の新鮮なネタを存分に味わえる寿司屋
TEL:0164-53-2446

〈お菓子〉山崎菓子店
増毛銘菓製造販売
TEL:0164-53-2303

〈はちみつ〉まつやま養蜂園
暑寒天然のアカシアのハチミツ
TEL:0164-53-3487
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【住所】増毛町弁天町１丁目
【営業】孝子屋 ぐるめ食品
増毛駅直売店
平日9：00〜17：00 タコザンギ
土日祝9：00〜16:00 （ぐるめ食品）

駅前観光案内所

旧多田商店

増毛駅の目の前にある
観光案内所。まずはこ
こに立ち寄り、情報を
仕入れてから街歩きを
始めよう。映画『駅 STATION』ロケ地と
しても有名。居酒屋桐子の復元セットも
見どころ。

増毛駅裏の高台に建つ灯台。ここから
増毛港が一望できる。
【住所】増毛町弁天町１丁目

〈レストラン〉オーベルジュましけ
三國シェフ監修のレストラン
TEL:0164-53-2222

うみざ る や

映画『駅 STATION』ロケ地としても有名
な増毛町の玄関口、シンボル。大正10年
開業当時の佇まいに懐かしさを感じる。
彫刻家五十嵐威暢氏の
『テルミヌスへの願い』は必見。

【住所】増毛町永寿町4丁目49番地

〈食事処〉リバーサイドパーク
麺類をはじめ､各種定食も人気
TEL:0164-53-1385★

しま か わ

http://mashike.jp
E-mail:kanko@town.mashike.hokkaido.jp

HABORO

明治時代に「天塩国随一の豪商」と呼ばれ
た佐渡出身の本間泰蔵が、約20年の歳月
を要して建てた町屋様式の豪壮な建物は、
平成15年12月、国の重要文化財に指定。

元陣屋

せい ほう

増毛郡増毛町弁天町3丁目

SHO
SAN
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おみやげに
増毛フルーツを
買ってみる。

暑寒別岳（標高1,492m）を主峰と
して、群別岳・浜益岳・南暑寒岳な
ど、1,000m以上の山々が連なる。

お食事処や
お土産などなど

（増毛町役場商工観光課）

本間家斜め向かい

日本最北の酒蔵 國稀酒造

國稀千石蔵

【住所】増毛町弁天町1丁目21-1

は
春から秋
ズン！
果樹シー

※ドライバーの方はごめんなさい。

旧商家 丸一本間家

志満川食堂

増毛にある旅人宿（男女別相部屋）。
cafe海猿舎もある。

EMBETSU

150m

旧富田屋旅館

ぼちぼちいこか増毛館

最北の酒「國稀」を
試飲してみる。

千石蔵が
どんな蔵か
確かめてみる。

or

旧商家 丸一本間家

秋は暑寒別川周辺で
鮭の遡上を間近に見
る事ができる。

増毛町観光協会

具だくさんの
海鮮丼

ランチで迷ってみる。

増毛駅を起点に、
明治、
大正、
昭和の風情そのまま
の町並みが今もなお色濃く残る
「ふるさと歴史通
り」
が続く。
海の恵みも豊富で、
甘えびやウニなど
の海鮮丼が食べられる店も多い。
また、
北海道有
数の果樹の里としても知られ、
りんごやさくらんぼ
など季節のフルーツが味わえる。

増毛町のご案
内は

昔ながらの
ラーメン

本間家さんで
歴史に 触れてみる

増毛駅向かい

【住所】増毛町弁天町1丁目15

TESHIO

観光案内所で
高倉健さんの
思い出を
聞いてみる。

ベビーカーをおして歩いた街並みも、
手をつないで歩けるように。
国稀のお水はやっぱりおいしい〜！
今日は、試飲は控えておこうかな。
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増毛駅
スタート！

増毛駅前
歴史めぐり

マシケノススメ

観光案内所
（風街食堂）

※食事処ではありません。

TEL:0164-53-1108★

宿泊施設

〈ホテル〉オーベルジュましけ

高倉健さん

しんか わ

〈民宿〉民宿新川

地産地消メニュー､トロン温泉

海 のすぐ近く 新鮮な料理

〈民宿〉民宿たけうち

〈民宿〉平野民宿

TEL:0164-53-2222

新鮮な素材を生かした料理が自慢

TEL:0164-53-1678

増毛駅すぐ近くの宿

TEL:0164-53-3007

TEL:0164-53-1125

〈民宿〉まあめいど

〈民宿〉民宿真月

気さくなおかみさんがいる宿

〈民宿〉ぼちぼちいこか増毛舘

〈民宿〉漁師の店清宝

TEL:0164-53-3788

せい ほう

ゲストハウス男女別の相部屋

漁師の宿は新鮮な魚介づくし

〈旅館〉丹保旅館［岩老］

〈民宿〉夕陽荘［岩老］

TEL:0164-55-3138

TEL:0164-55-9611★

TEL:0164-53-1176

宿泊者は岩尾温泉入浴無料

〈民宿〉進藤民宿［雄冬］

大部屋もあり四季折々の鍋料理が自慢
TEL:0164-55-2121

キャンプ

増毛リバーサイドパーク

トイレ、シャワー、洗濯
設備を備えた炊事棟や
BBQハウス、
パークゴル
フやテニスなどが楽し
めるキャンプサイト。

【住所】増毛町別苅459番地ほか
〈オートキャンプ場〉
【開設】4月下旬〜10月中旬
【料金】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
TEL:0164-53-1385（管理棟）
★

期間中

期間中

1 名様

5 名様

10名様

〈箸別ルート〉約9.5km

箸別小屋から約４時間程度の
快適コース。

〈暑寒ルート〉約10km

おろスタハーフ賞

8スタンプ押印

4スタンプ押印

特産品8点セット

山小屋の暑寒荘からちょっと急
な約４時間30分程度のコース。

【山開き】6月中旬

TEL:0164-53-2922

海が見える温泉

【住所】増毛町暑寒沢698-1
【開設】12月中旬〜3月上旬
TEL:0164-53-3002

お
問
い
合
せ

フルーツ狩り

大きなリンゴの看板が目印の果樹
園エリアで楽しめる。

【6月〜8月】イチゴ、サクランボ、
ブルーベリー、プラム
【9月〜11月】もも、プルーン、洋梨、
ぶどう、りんご

※賞品写真の内容はイメージです。

〒077-0005 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 事務局

TEL:0164-42-3871

0 7 7 0 00 5

TEL:0164-53-2400

キャンプ（フリーサイト）
暑寒海浜キャンプ場
海が近い草地のキャンプ場。

【住所】増毛町暑寒海岸町72

暑寒沢野営場
ワイルド派に。

【住所】増毛町暑寒沢

雄冬野営場
サンセットウェーブが目印。

【住所】増毛町雄冬

TEL:0164-53-3332
（町商工観光課）

留萌市船場町 2 丁目 JR 留萌駅 2F
（株）エフエムもえる内

トロン温泉、サウナ完備。

バーベキューデッキ完備

夕陽が見える露天風呂。

【住所】増毛町岩老109番地1
【料金】日帰り入浴
大人500円、
子供250円
【入浴時間】11:00〜21:00
TEL:0164-55-2024★
せ き よう そ う

夕陽荘［岩老］

温泉＆岩盤浴。
海の景色も最高。

【住所】増毛町岩尾14
【料金】日帰り入浴500円
入浴+岩盤浴+浴衣セット1,400円
浴衣持込+入浴+岩盤浴900円
泊客岩盤浴入浴600円
【入浴時間】11:00〜21:00
TEL:0164-55-9611★

Use this QRcode
to download
English map

郵便はがき

恐れ入りますが
所定の料金の
切手をお貼り
ください

オーベルジュましけ

〈コテージ〉コテージミンズ

特産品2点セット

〈キリトリ線〉

日帰り温泉

岩尾温泉あったま〜る［岩老］

3スタンプ押印

特産品3点セット

●注意事項：スタンプラリーシートはお一人様1枚のみ、ご応募となります。スタンプ設置
場所の開館時間外や休館日は押印できません。当選された方が長期不在や宛先不明など
により賞品が返送された場合は権利失効となります。
【期間内にスタンプを集められなかった場合】
2019年版のシートで応募希望のスタンプ数に達しなかった場合には、2020年発行の
シートも併用して応募してください。複数のスタンプシートを併用して応募する場合には、
封筒に入れるなどして投函、郵送するようご協力をお願いします。

雄大な暑寒別岳をバックに、
北風が
作り出すパウダースノーが楽しめる。

【住所】増毛町別苅217-1
【料金】日帰り入浴
大人550円、
子供310円
【入浴時間】11:00〜22:00
TEL:0164-53-2222

おろスタちょこっと賞

スタンプ設置場所は下記の応募ハガキ裏面にある
ス タ ン プ 台 紙 で ご 紹 介 し て い ま す！

暑寒別岳スキー場

体験

おろスタ制覇賞

しんげつ

新鮮な海産物を使った料理が自慢
TEL:0164-53-3096

期間中

コ
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で
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留萌観光連盟 事務局 係

フリガナ

お名前

姓

名

ご住所

電話
番号

ー

年
齢

ー

性
別

歳

男 • 女

留萌管内の来訪目的は？ 観光 • ビジネス • 知人訪問 • その他（
留萌管内の来訪回数は？
来訪季節は？ （○をつけてください）

春

初めて

／

•

•

夏

）
回
秋

•

来訪時の交通手段は？ （○をつけてください）
レンタカー • 自家用車 • バイク • バス • 自転車 • その他（
留萌管内滞在時間 （○をつけてください）
※宿泊された方→宿泊方法は？

日帰り

•

1泊

冬
）

•

2 泊以上

ホテル • 民泊施設 • キャンプ • 車中泊

今後の観光振興のため、ご意見をお願いします。（良かった点、改善して欲しい点）

アンケートのご協力ありがとうございました。
個人情報は、商品の発送及び個人を特定しない統計的情報の形で利用します。

