
お問い合わせ

利尻富士町
《観光案内》

咽民官官胃 F司.n11岡由・，
司コツトキャラクター_j111.:¥11 W~ .. ~ 
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.制民富士町観光協会{案内所)

TEl0163-82-2201 
(tI)自フェリーターミナル肉・ 4月 lS 日~10 月 31 日)

.利尻富士町観光協会(事務局)

TEl 0163-82-1114/ FAX 0163-82-1373 

干097・0101北海道刺尻君陣リ民富士町鴛泊字富士野6
(利民富士町役場商工観光係内)

.利尻富士町宿泊案内所

TEl0163-82・1837(FAX兼用〕

C鷺泊フzリーターミナル内・ 4月 15 目~10 月 31 目)

利尻町 町出町ラ禦 .&
「りしUん』 宣置圃・E

《観光案内》 盟国r.:
.利尻町観光案肉所 司r.:5
TEL0163・84・2349(6月~9 月) ~・
.利民町観光協会

TEL 0163-84-3622/ FAX 0163-84-3553 
干097・倒01北海道刺尻君陣リ尻町字沓形

(利尻町役場まちづくり振興課内)

《警察署》

鴛泊駐在所 TEL0163・82・2110

沓形駐在所一一一一一一一一一 TEL0163-84-2110

仙法志駐在所一一一一一一一一一 TEl0163-85-1110

鬼脇駐在所 TEL 0163-83-1 004 

《病院》

利尻島国保中央病院一一一一一一 TEL0163・84・2626

利尻富士町国民健康保険鴛泊診療所 TEl0163-82・1038

北海道立鬼趨診療所 TEL0163・83・1341

-剥尻島観光寮内 http://www.town.rishiri.hoklωido.jp/kankou-annaν 
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礼文町
《観先案内》

・礼文島観光案内所

TEL0163・86・2655(FAX策用)
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(香深フェリーターミナル内4月......10月中旬)

.礼文島観光協会(事務局)

TEL0163・86・1001/FAX0163-86-1S1S
干097・1201北海道礼文相し文町香深

(礼文町役場産業謀内)

http://www.rebun-island.jp/ 

自鑓
.利尻礼文の景観を動画でご覧いただけます。

《警察署》

香深駐在所 在l0163-86-1110

船泊駐在所一一一一一一一一一 TEl0163・87-2110

《病院》

北海道立香深診療所 TEL0163・86-1239

祇広町国民健康保険給泊診療所 TEL0163-87-2771 
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礼文島リポンプロジェクト 利尻山コマドリプロジェクト

んI
担兵島の花々や海や凪債などはEいに関

係し合って成り立っている(生物多様性)

という考え方で、礼文島の自然を守るた

めの取り組みを続けており、との活動に

ご賛問いただける方に活動支援の証とし

てバッジを購入いただき、その益金を自

然保護活動に使わせていただきます。

バッジは、レブンアツモリソウ群生地・

高山植物園・観光案内所などで感入でき

ます。ご協力をお願い致します。

民三|
利民山は今、萱山道が掴れてしまうなど

荒廃が進んでいます。利尻山登山道等維

持管理連絡協議会では利民山がコマって

いるととをトリ除く目的で「利民山コマ

ドリプロジヱク卜」事業を待っています。

事業の一環として、利民山応援ピンバッ

ジを販売(1個1000円)しており、

益金は登山道の補修や童山マナーの普及

活動など利尻山の保全に活用いたします。

ご支援とご協力をお願い致します。
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プロポーズの聖地

との丘でプロポーズし
たカップルに置明・を
発行しています.
船旬飽柄明泊フエリー
ターミナル聞に憲司時め
笹田聞になるものを提示」
申備して下さい.
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絶景 360度のパノラマ!
利尻山は別名「利尻富士」と呼ばれ日本百名山にも

選ばれています。標高は 1.721m。山頂からは礼文

島、サ口ベツ原野、サハリンまで見渡せます。

|・鴛泊コース I 

中級者向きの登山コースです。登山口は北麓野営場です。

3合目の甘露泉水から中腹までは林の中を進み、 6合目

を過ぎると展望が聞けます。 8合目から稜線を進み、 9

合目からはお花畑を眺めながらの急な登りになります。

標高差:1，490 m 

*登り約6時間、下り約4時間

| 沓形コース I 

利尻登山ルール

上級者向きの登山コースです。 5合目の見返台園地まで @携帯トイレを使うとと。

は車道があります。 6合目からは森林も途切れ7合目か @ストックにはゴムキャップをつける。

らは稜線を登ります。岩場には高山植物を見るととがで @植物の上に座らない踏み入らない。

きます。三眺山から山頂が見えます。鴛泊コースとの合 登山軒画書は必ず提出してください。
流地点まで足場が悪く、難所が続きます。

。場所:利尻町沓形富野O期間:5月 1日"'10月
31 日O設備:管理棟・バンガロー・ I~-ベキュー
施設・炊事場・トイレ O問合せ先:利尻町役場ま
ちづくり振興課水産農林振興係TEL0163・84-2345

0場所:利尻富士町鴛泊自然休養林内 F 害 曙 革担 問 ........ 

O期間 :5月 15日"'10月15日
。設備:管理棟(シャワー・トイレ完備)・

バンガロー痩予約)・オートサイト痩予約)
.フリーテントサイト・炊事棟。問合せ
先:<<期間中》管理棟TEL0163-82-2394
《閉鎖中》利尻富士町役場商工観光係

TEL0163・82-1114

ゆったりと旅の疲れを癒すo

-盃a重重B
。営業時間:13時"'21時 O無休
。問合せ:
利尻町沓形富士見町
TEL0163-84-2001 

標高差:l，280m 

*登り約6時間、下り約4時間

lu 
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北峰山頂 1719m

9合目標高 1410m

長官山 8合目標高 1218m

背負子投げの難所 9合目標高 1440m

「 三眺山標高 1461m、
8合目標高 1160m

礼文岩 7合目標高 875m

五葉の坂 6合目標高 650m 9合目のトイレ

胸突き八丁 7合目標高 895m

第一見晴台 6合目標高 760m

雷鳥の道標 5合目標高 610m

E軍関盲目置51J彊霊園・・・・ -EB--s 星のささやきが聴こえてきそう・・。

。場所:利尻富士町鴛泊栄町O期間:5月1日~
10月31日 O設備:管理棟・コテージ(要予約)
・バンガロー(要予約)・フリーテントサイト・バー
ベキュー棟・炊事棟・トイレ O問合せ先:
《期間中》管理棟TEL0163-82-2166<<閉鎖中》利尻
富士町役場商工観光係 TEL0163-82-1114

Eヨi悶illH~司自E置直昭匝乱開・四週 EZ住~軍司園~~・E・
。場所:利尻町沓形富士見町O期間:

5月1日"'10月31日O設備:休憩舎
(洗濯機・乾燥機)・炊事場・トイレ
O問合せ先:利尻町役場まちづくり振
興課商工観光振興係 TEL0163-84-2345

。場所:利尻富士町鬼脇沼浦
。期間 :6月1日"'9月30目

。設備:炊事場・トイレ
O問合せ先:利尻富士町役場商工
観光係TEL0163・82-1114

-・ ~g8t.:tjg ヨE盟・
。営業時間:11時"'21時半 (6月"'8月)

12時"'21時 (9月"'5月)
。定休日:月曜

(11月"'4月)
O問合せ:
利尻富士町鴛泊栄町
TEL0163-82-2388 

。営業時間:15時"'21時
。定休日:月曜日、第4金曜日
。問合せ:
利尻富士町鬼脇
TEL0163-83-1180 

lキ当|
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There are several natural trails so 
that visitors can fully enjoy nature 
on Rishiri Island.①② Pon Yama 
Himenuma Trail offers a view from 
Pon Yama and sightseeing around 
Himenuma，③ Cape Peshi Trail 
allows visi旬，rs旬 enjoythe view仕om
theωp of Cape Peshi， standing at 93m 
above sea level next to the port of 
Oshidomari， and④ Kutsugata Forest 
Park Trail provides opportunities 
for bird-watching and a good walk 
around the nature-filled park. 

享受利尻島歩道散歩的築趣包②「問N

山姫沼行程」従PON山遠眺和参観姫

沼。③ rpESHI岬行程」令人期待従

鴛泊港穿標高 93公尺的 PESHI岬展

望。④「沓形森林公園行程」観察野

鳥和在緑意壷然的公園散歩。

北緯 45
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鳥や花が語りかけてくる..利尻島歩き。
高山植物や鳥のさえずりを楽しみながら歩きましょう。どのコースも美しく豊かな利尻島の

自然を満喫できます。利尻島のきれいな花々やコマドリに出会えるととでしょう。

野塚岬・野塚展望台

ラナルド・マクド
ナルド上陸肥念碑

-フェリーターミナル
鴛泊港

姫沼展望台

2附n

姫沼展望台

1.5km/30分 1.2km/25分 1km/20分1krn!20分

鴛泊湾や礼文島の

眺めがすばらしい 1

-8 

:1ポン山姫沼コース 】
鴛泊市街を出発して利尻山の登山口、北麓野営場に向かいます。

日本名水百選に選ばれた甘露泉水のあたりは森林で、コマドリの

さえずりや可憐な草花に癒されます。ゆるやかな上り道を進むと

姫沼分岐点に出ます。乙乙は鴛泊ポン山と姫沼に向かう道との分

かれ道です。鴛泊ポン山は標高444mで山頂からは利尻山、礼

文島、北海道本島のサ口ベツ沿岸を

見渡せます。姫沼分岐まで、戻って姫

沼に向かいます。

〔2姫沼一周コース 〕
姫沼は周囲 1kmほどの沼で、沼の周りには散策路が整

備され20分ほどで周遊する事ができます。風のない晴

れた日には湖面に映る美しい逆さ利尻富士が見られます。 • 3.2km/l00分

風をきってカモメと走る。
利尻島北西部、野塚から沓形まで，約 25Kmの自転車道路

が整備されています。途中には駐車公園もあり、眺望の良

い丘陵や草原を駆け抜けて利尻島の景色を楽しむととがで

きます。短い距離ならお子様と一緒でも大丈夫です。

~ 
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:3ペシ岬コース 】
鴛泊フェリーターミナルの近くにある小高い丘がペシ岬です。標

高は93メートル。丘の上には展望台と会津藩士の墓、灯台があ

り、頂上からは利尻山や礼文島、北海道本島など360度のパノ

ラマを楽しむととができます。頂上まで約20分で登れます。

会津藩士の墓

実シ岬展望台

ペシ岬頂上

ペ
シ
岬
展
望
台
・

富士野園地からの利尻山
鴛泊港

鴛泊市街

!..._ 2.3km/ 
利民空港 (20分)
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野塚展望台からの利民山
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岬
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利尻富士温泉

. 富士毘休憩所

ゐ 姫沼躍台

2.6km一一「一一一
(20分)

• 
甘露泉水
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• フェリーターミナル
o 2∞m 
L一一一一」 否め

も

種富駐輪・駐車公園

田

~ 4.1km 
(30分)

3Km 

7 Rishiri Island & Rebun Island 

1時間沖∞円(電動5∞円)

1 目:15∞円(電動2500円)

‘ -森林公園
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(4沓形森林公園コース 〕

サイクリングロード

--，ーーーーー---~ 崎町・

沓形市街地に隣接している緑豊かな公園です。バンガローやテントサ

イト・バーベキューコーナーなどの施設があります。圏内は遊歩道が

整備され、野鳥が観察出来るゾーンやお花を楽しめるゾーン、高山植

物を観察出来るゾーンなどに分けられています。家族で楽しむととが

できます。

(β 
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利尻島ならではのおもしろ体験。
利尻島でしかできないユニークな体験プランです。利尻島の思い出づくりにどうぞ!

利尻昆布お土産づくり体験
島の特産品の利尻コンブをまるごと 1本使って、お土産

を自分で作りましょう。花折り昆布、おしゃぶり昆布、

だしパック昆布の3種です。

-場所:利尻町沓形字神居神居海岸パーク
http://kankou-k.wixsite.com/kamui-kaigan-park 

.問合せ:利尻町観光協会

TEL0163-84-3622 

(体験専用連絡先)090-6994-2255 

うにとり体験
利尻島沓形の岩場の海岸で、漁師さんが実際に

おとなっているように、ガラス箱で海中をのぞ

いて「タモ」を使って「うに」採りを体験して

いただきます。

オプションとして、「軍艦巻き」の台になるシャ

リの部分を用意(有料)していますので、その

場で獲れたての新鮮なウニを載せて、濃厚な味

をお楽しみください。

-場所:利尻町沓形字神居神居海岸パーク
http://kankou-k.wixsite.com/kamui-kaigan-park 

.問合せ:利尻町観光協会TEL0163・84・3622

(体験専用連絡先)090-6994-2255 

殻を割って実を取り出します。 たっぷりウ二を載せて…・。

北方を警備した

会津藩士
江戸時代後期、ロシアは

幕府に開国通商を求め、

強硬手段として択捉島や

樺太の集落を襲撃略奪し

ました。とれらの事態を

会津藩士の顕彰碑

8 

利尻島に初めてヒ卜が住むように

なったのは，今から 1万3000

年前の旧石器時代にさかのぼりま

す。乙の時期は、海水面が今より

も低い氷河期にあたり、サ1¥リン

と北海道が陸地で、つながっていた

ととから、ヒ卜や動物の行き来が

受け幕府は会津藩に北方の守りに

つくよう命じました。しかし当時

ロシアはナポレオンとの戦争を優

先して極東から兵を引き揚げ、北

海道に襲来する事はありませんで

した。けれども、藩土たちは当時

の粗末な住まいやビタミンなどの

栄養不足で命を落とす者や帰還途

中に船が沈没して死んだ者もいま

した。非業の死を遂げた会津藩士

を弔うため墓碑が島内3カ所に安

置され顕彰碑も建立されています。

盛んでした。島内には日本海の対

馬海流に乗ってきた縄文文化や続

縄文文化の痕跡があり、またサハ

リンとの関係をもっススヤ文化や

オホーツク文化期の遺跡が数多く

点在しています。

ラナルド・マクドナルド
江戸の末期、ラナル

ド・マクドナルドは

日本にあとがれ捕鯨

船の水夫となり、ひ

とり下船し利尻に上陸したのです

が密入国として捕えられ、長崎に

送られました。当時英語の通訳が

必要だった

ととから、

マクドナル

ドは通調た

ちに英語を教えるととになり、日

本初の英語教室が聞かれました。

野塚展望台に上陸記念碑があります。

時雨音羽しぐれおとは
作詞家。音羽は 1899

年沓形村に生まれ、

学校を卒業後沓形村

役場に勤め、 19歳で

上京しています。昭和 17年に M山

は白金.....，"で始まる「スキー」を

作詞、「君恋し」は昭和36年のレ

コード大賞に輝きました。

海藻クラフト体験
利尻の海岸に打ち寄せられた海藻と野の

花を使ってクラフ卜体験をしましょう。

色や形が様々な海藻を「押し花」のよう

に使い絵を描きます。

・場所:利民町沓形本町字 53一1利尻島の駅

.問合せ:TEL0163・84・2514

利尻島の駅
海藻の里・利尻

北緯4S

約 130年前の海産物問屋を利用したカフェです。

アトリエで、は海藻を使ってクラフ卜体験ができ、

中庭には海藻クラフ卜作品を展示している石臓ギャ

ラリーがあります。

.場所:利尻町沓形本町字 53一1
利尻島の駅
ギャラリーは入場無料

・営業時間:9時"""17時
*5月間11月は無休 12月4月は
土日祝日休み

*冬期状況やス~ッフ不在等、臨時

休業及び時間変更あり

.問合せ:TEL0163-84-2514 

利尻町立博物館
ニシン漁で栄えた頃の漁具や歴史写真、自然分
野の展示があります。見所は昭和 52年に沓形
で出土したオホーツク文化の遺物です。

利尻町仙法志本町TEL0163-85-1411 
開館期間:5 月 1 日~"月 30 日
休館日:月曜日・祝日の翌日 (7月8月は無休)

‘2・E

利尻島郷土資料館
利尻の自然をテーマにしたジオラマや動植物の
剥製、岩石資料などのほか、近代開拓期の暮ら
し、ニシン漁の歴史が展示されています。

利尻富士町鬼脇 TEL0163-83-1620 
開館期間:5 月 1 日~10 月 31 日

休館日:火曜日・祝日の翌日

カルチャーセンター&リップ館

圏内の離島では初の美術館です。近年
の発掘調査で出土した考古資料も展示
されています。

利尻富士町鴛泊栄町 TEL0163-82-1721 
開館期間:5 月 1 日~1O月 31 日
休館日:月曜日 (6 月~9 月、 GW は無休)

Approximately 13，000 years ago， in Japanese 
Palωlithic Period， pωple first settled on Rishri 
Island. It was a glacial period and仕lesealevel 
was much lower than that of today. Since 
Sakhalin and Ho他国dowere∞m 民知dbyland， 
people and animal自couldcome and go freely 
and actively between two areω. InRishiri位lere
are remains of Susuya Culture and Okhotsk 
Culture which開館回i匂∞m 釘 tionωS出halin.
Rishiri Isl且nd也alsodot飴dwi出仕aα沼 ofJomon
Culture and Post Jomon Culture brought by 
Tushima Current in the Sea of Japan. Rishiri 
Town Museum and Rishiri Island Folk Museum 
havee油ibitionsto自howhis旬ryof this island 
and fishing tools used during the period 
flourished through herring fishing. 

利尻島開始有入居住可以迫湖自距今約一高三千
年前的膏石器時代・因為這個時期是海平面比現
在低的泳河期，庫頁島和北海道曽相違結，所以

人何和動物往返繁盛・在島内有利庫頁島相閥的
鈴谷文化、号車種次克海文化期的遺跡，還有乗載

来白日本海的針馬海流的縄文文化和績縄文文化
的痕跡捜黙所在。在島内有「利尻町立博物館」、

「利尻島郷土資料館 J'展示著利尻島的歴史、
緋魚昌盛之際的漁具等・

Rishiri Is1and & Rebun Island 9 
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キンポウゲ科

はなびらが多い事に由

来し、ポタンに例えた

名前.おしぺが赤くfiJ
民山よ蓄に咲く固有種.

⑮7~ ...._ 7月
上旬 F 中旬
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一回剖
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リ
キ
両
ア
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り
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回
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リシリリンドウ
リンドウ科

大雪山やタ聾岳にも分

布する高山性の植物.

高さは大きくても 15cm
と低く中£唱阪河酎干が

花の董をしているよう.

7月 ...8月
下旬 F 下旬

Rishiri Ioland is a1mo骨tcircUUIr， opreading out from也@最初tofMt. 
Riohiriof曹'Iricllaltitude旭 1，7.21me凶 rohigh a.bOVB酎姐lo四 tτも 副 官

io a vuriety of f10ra岨 也ioiøl皿d.~官fieldøwlricll app回 ralong
白eway up to the四国凶血areabl!Olutely ma担出血ιS皿.cethe 
M血.dis loca旬dat high latitud.e，出血.yrare opicωincluding叫凶ne
叫岨:toare関田evenat lower ar明日岨也且mountain.

利尻島是以標高 1，721公尺的利尻山為中心，其火山山麓緩披向外撹展成

為鑑乎固形的島・檀後多様，登山後所映入隈策的花困寸分枇取，国為是

商鋒度的山冒所以在山的低慮就可恒易見到以高山檀物為首的珍貴干摺・

R油田Ioland，面.tuatedat la:世tude45d甲輔n町th，is也enorthernm伺 t
血habi旬diolandinJ且F回.It泊 caUed唱efl岨 .tingiol且且dofflowerll"
mnce国血血y回 S剖 op悶 eogrow in f10wer neldo 011 this iola且d.
AlpIIle叫阻旬叫副館nbe館組卸値鈷l.owla且.ds.For低血皿pl.e，RebUII. 
U闘訓副即u，a側副noledelweiss，whicb.io四回lly伽 町 叫 叫 "lIl'OUDd 
戸aksof Japan Alpo， grow日inωh凶悌n側伽側ton由joiol姐 ι
北鋳45度的橿文島，是日本有入居住的最北之島，在此被穂為":ffi之浮

島.園高山自置物在低地魔即可寝袋到・只在本州的阿爾阜斯山之山頂附託

オ可肴割前竃舷花，和其同額約醤文薄量草銑在海岸附延群生・

レプンソウ
マメ科

6-8月民咲くが、残

り花が秋まで少しずつ

咲き続ける。寒さから

身を守るため全体合唱

毛におおわれている。

⑮ゆ回

キンポウゲ科

花ぴらにみえるのはガ

クで、その申のおしぺ

のように見えるのが花

びら.

⑮ゆ 6月
上旬 下旬

レプンウスユキソウ
キク科

ヨーロッパで見られる

エーデルワイスの仲間.

1憎 45度の湾岸線近

くでとの種が見られる

のは世界的にもまれ.

@ゆ7月



ふたつの島でめず、らい、花との出会、、。

花図鑑
島には様々な花が咲き揃います。隣合う島ですが咲く花の種類や開花期が

異なるものもあります。また、大陸から流れる冷たい気流が両島の気象に

影響を与え，海岸近くの低地でも高山植物を見るととができます。

4月下旬~j月 | -・・・・・・・・・・・E・'三区~.三回Z司

スイカズラ科
6月よ旬-7月中旬

エゾツツジ
ツツジ科

事j尻/7月よ旬-8月よ旬
礼文/6月中旬-7月中旬

ザぜンソウ
サトイモ科

4月下旬-5月下旬

ラ

咽

ク

科

刊

ザ
巾
1
u
u

コ
れ
~

ン
M
L

咽

ブ

サ

刊

レ
l
山

ivr 

A
A
1
 

ミヤマオダマキ
キンポウゲ科

6月上旬~中旬

ブウ
明
円

ヨ
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刊
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〆
メ
旬

γ
一
一
社

‘、
E
J

'
'
a
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ノル市キジムシロ
パラ科

5月-6月

クロユリ
ユリ科

5月下旬-6月上旬

…

げ

商

ヲ

U
4
明

コ
リ
~

ゾ
一
山
一
川

正

月

前

6

恭リ

旬

ユ

社

‘
ソ
科
引

カ
リ
~

ス
ュ
有

ゾ

引
エ
ι刷

エゾノリュウキンカ
キンポウゲ科

5月上旬~中旬

トハナシノブ 恭 エゾツガザクラ
ハナシノブ料 ツツジ科
6月-7月 6月下旬-7月下旬

キクパクワガタ
ゴマノハグサ科
6月-8月

ミヤマキンポウゲ
キンポウゲ科

7月上旬.....8月上旬
カヤツリグサ科
5月-6月

アブラナ科
5月-7月

ミカン科
5月-6月

山度命
Being f10ating islands in the s民国品irilsl姐dand Rebunl自~andhave many indig'邑nousf1ora
species， and many unique flower fields extend over each island. From May to Septe皿.ber，
the islands transform into beautiful “flower islands". There are many different kinds of 
alpine plants which can also be found at lowlands near位lecoast. 

利尻島 、裡文島是海上浮島之故 ，植被多様且有許多国有種， 在他慮無法看到的花海十分康闘・約

在五月到九月之際 ，島内成為美麗的マE之島"・在海岸附姪的低地就可観察到多様的高山桓物・

希与 利尻島だけで咲いている花 有与 礼文島だけで咲いている花 *おおよその開閉です。" 、Ii
〔 7月~J月

、
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ゲ
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月

'
'
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q
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ん
ト

イ
っ
引

レ面、
‘
完
1

ツリガネニンジン
キキョウ科

7月下旬-9月上旬

トウゲブキ
キク科

7月上旬-8月上旬

エゾウメパチソウ
ユキノシタ科

8月-9月

イブキジャコウソウ
シソ科

7月-8月

リシリブシ
キンポウゲ科

利尻/8月上旬-9月上旬
礼文/8月下旬-9月中旬

コガネギク
キク科

8月-9月

リシリソウ
ユリ科

7月-8月

12 R抽 剖IsJand8cRめ皿Is1and 13 
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スコトン岬とトド島

樹脂遊歩道から
元地海岸を望む

-一ーー ー『・句・h・a・......・M・':::.' ~E ・・・ ・._~

キンパイの谷から利尻山を望む

16 

6 

高山植物園

|司ロ|
日食観測記念モニユメント

。

。 トイレ 図 車椅子周トイレ

時 45命
星空に包まれて眠り、小鳥の声で目をさます。
礼文島のキャンピングサイトは森の中と湖畔の2力所です。どちらにも管理棟があ

り設備も整っているので安心です。星空が見える夜は、天の川をはじめ無限に広が

る銀河系の大きさに新たな感動をおぼえるととでしょう。

|緑ケ丘公園キャンプ場 G. |久種湖畔キャンプ場6-
礼文林道出口にある森に固まれた静かなキャン

プ場です。グランド、アスレチック施設があり

ます。

。所在地 :礼文町香深村香深井
。開設期間:5月1日""'10月31日O設備:管理棟

(滑濯掛・テントデッキ・炊事場・トイレ

.問合せ :礼文町役場建設課花L0163剖・1∞1

湖畔にある整備されたキャンプ場です。周辺

には遊歩道もあり散策に最適です。

。所在地:礼文町船泊村大備
。開設期間 :5月1日....9月30目。設備:管理棟
{洗濯犠・乾燥掛・コテージ・バンガロー・オー
トサイト ・炊事場・トイレ・ シャ7一棟

.問合せ;礼文町程場産業標TEL0163-86-1∞1
管理棟正L0163・87-3110

" 

北のカナリアパーク

香漂フェリーターミナルから徒歩3分。フェリ

ーの待ち時間にちょっとひと風昌もOKです。

d直通 _r惨 O蛍業時間 :4月....9月 (12時""22時)、 10月~

‘レ・・1何匹勾フ 3月間時~湖 。定休日 :鰍(錦町
〈て〉ぐ 1ヨヲ七〉 臨聞ナトリウム・塩化物.f欄塩泉

ι .... _/ l. '>) 防自国神経痛・筋肉痛・関節痛など

F ・問合せ:礼文町香深村尺忍
TELOl63-B6-2345 

北のカナリアパーク

吉永小百合さん主演の映画『北のカナリ

アたちj の撮影が、利尻礼文で行われま

した。そのロケ地に北のカナリアパーク

があります。

第36回日本アカデミー賞最優秀賞3部門優秀

賞12部門受賞作品同むのカナリアたち」の撮影

が平成24年、冬と夏に利回L文の両島で行われ

ました。との映画がとの地で撮影されたととを

記念するために、礼文から利民が一番美しく望

めるとの地に、ロケの主な舞台になった「麗端

小学校岬分校Jを保存し、

公開しています。

? SOpm 

-知直機関/第2差閉バス停下車徒歩

|パス停 15分または知床バス停下車徒歩15分。
4・開館期間/5月1目....'0月3'日
.休館日/無休
.開館時間/9時......， 7時
*シャトルパスが6.....8月の問、 1日1便
運行しています。

礼文郡礼文町脅深村奮部

・問合せ :礼文町役場産業課

TELO 163-86-1∞1 

脳sbiriIsland & Rebun Island 17 



北緯45

レブン
アツモリソウ

十
• -・1・・・・・・

〔i['J岬めぐりコース ] 
..-1・・・・・・.-.-.-.-.-. 

“花の浮島"礼文島を歩いて実感。
海岸線から高山植物が見られる礼文島には、氷河期からの貴重な植物が残されて

います。ビューポイントを歩きながら 300種に及ぶ花々をお楽しみください。

There are several natural trails so that 
vi自itorscan fully enjoy nature on Rebun 
Island.⑦ Momoiwa Observation Deck 
Trail offers a view of an unusual-looking 
massJ.ve I"Q(主calledMomoiwa (PealぬRα泊，
and clusters of alpine plants，③Rebun 
Forest Trail allows由 i旬mω隅由eRebun
USU'戸曲ot1即位s，a∞国mof the edelweiss， 
and⑮Cape-Around Trail provid凶 m司e批
views of nature， inclu也ng仕leno式h町田ωt
point of Rebun Island， Cape Sukoton. 
質問earealωoth佐官剖]sωlledRebun-dake 
Trail and S-hour Trail. 

享受檀文島的歩道散歩的集趣 ・⑦「桃岩遼

望台行程 」是鑑賞所謂的桃岩之奇岩和高山

植物的群落 ・③『檀文林道行程」是可以観

察和雲紙花同類的 「漫文薄雲草』 ・⑩「海

岬巡種行程」是従漫文島最北的須古頓海岬

為始可享受雄偉的自然景観・其他，還有

「複文岳行程 」、rS小時行程』等。

江戸屋山道入口

司~

と~<

トド島展望台

J ， 

、・.
割涼林遁5

新司出トンネル "眠、1、 .
1岡、SOOm 。[7桃岩展望台コース

• 
F

/

γ
 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

歪金田ノ岬

十〔⑪久種湖畔コース ] 

礼文島トレッキングの代表的なコースで高

山植物の宝庫です。香深から駐車場、トイ

レのあるレンジ、ヤーハウスまで約1時間。

そとからは一面のお花畑。高山植物を観察

しながら桃岩展望台へ。桃岩を眺め、キン

バイの谷へと降りていきます。海をへだて
猫岩

て利尻富士が見えます。ツバメ山まで上り

が続きますが、そこから元地海岸の地蔵岩

を眺められます。元地灯台からは緩やかな

下りとなり知床へ至ります。風光明娼な場

所を通りますので、写真撮影で立ち止まる

回数も多くなりそうです。

@
礼
文
岳
コ
l
ス

“ 
@
岬
め
ぐ
り
コ
l
ス

• 
• 

• 
• 

日本最北の久種湖畔には上流の沼地にミズバシ

ョウ群生地があります。湖の周りには散策路が

整備されており、 60"'90分で湖を一周する

ととができます。湖畔にはキャンプ場もあり、

近くの「森林の丘」に登ると船泊湾やスコトン

岬、久種湖を見下ろす事ができます。

桃岩遊歩道

桃岩

総距離:7.3Km (香深~知床)

所要時間:約4時間

桃岩展望台

• 
梅林の丘 T 

野鳥観察舎」

ミズパシヨゥE2地j・.

夕日の久種湖

香深

@桃岩展望台コース

礼文島の西海岸を縦断する変化に富

んだ最長のコースです。浜中から西

上泊までは岬めぐりコースと同じル

ートを歩き、そこから分かれて丘の

上の遊歩道を進みます。季節の花々

や高山植物を鑑賞しながら急な崖を

降りてアナマへ、宇遠内入口からは

礼文林道を戻り、香深井に出ます。

• -γ礼文林道
'~- コース

• 

[8礼文林道コース : 

レブン
ウスユキソウ

群生地

香深から約2Km(徒歩約50分)の元

地側入口からは未舗装の林道に入りま

す。幅が狭い所もありますが、比較的

平坦で歩きやすくお花を楽しめるコー

スです。 6月から8月にかけてレブン

ウスユキソウの群生が咲き誇ります。

ビューポイントも多いので写真をとり

ながら歩くと良いでしょう。

総距離:10.2km ( 香炉開拘

所要時間:3時間50分

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

〔 ~j 礼文岳コース 】[@礼文滝コース 〕

19 Rishiri Island & Rebun Island 

............ ...."._. 

全長約45附』登り2時間30分、下り 1時間30分e

日本一唱い高山帯の植生を楽しめる山といわれてい

ます。島のすべてと、海に浮かぶ利尻島を見護せ、

山頂付近はハイマツなど高山性の低木で覆われてお

り、本州であれば 蜘 第一踊ミセ山頂

標高2000m以上 仙 窟記訟鴇
に匹敵する高山の 立
景観です。 1蜘

礼文岳標高490mo Om 

• 
レプンウスユキソウ群鉛也---， r-レンジャーハウス

で~QJ jL~巴摘入口 「宇遠内入口

i~ 一九云よ 諒井
2km/50分 2km!60分131m向。分 3km/60分 1.銚msO分

P5pn1f" 

礼文林道の礼文滝入口から分

かれて丘を下ります。途中急

な坂道もありますが、景色や

季節の花々を眺めながら礼文

滝まで歩きます。青い海と海

岸線の美しさに癒されるコー

スです。

所要時間:往復約2時間半

18 



礼文島の楽しさは自然に触れること。
机皮島に行ったととを自慢できる体験プランです。美味しい思い出も一緒に!

動いているウニ触ったととありますか?

ウニの殻むき体験
あの長いトゲがいっぱいついた融剥

きの体験です。日本一のウニの産地，

刺尻礼文。そのウヱを自分で殻jljき

してみましょう。剥いたあとはとれ

以上ない新鮮なウニを味わえます。

。場所:礼文町船泊村起萱臼

.問合せ:船泊漁協

うにむき体験センター
TEL0163・87・2506

祖X島の形成

覗:JT:.島の地質・地層からは、自重紀

・新第三紀中新世に海底で堆積した

砂岩キF混岩、火山岩の地眉がみられ

ます。地麗岩の周辺から1億 1150

万年前のアンモナイトの仕活が見つ

かっており、新第三紀中新世の地層

は，スコトン岬や知床にみられます。

u島は氷河期には海面の低下によ

り北海道やサハリンと陸続きでした

が、氷河期の終わり (1万5000

年前場むとともに海面が上昇し、周

りが海に囲まれて離島化したと考え

られています.

目指定軍慰4出 要文化財に指定吉れています。

船泊遺跡抑制刊を 船泊迦脚注目を集める理由のひとつに、

担尻島北部の舶泊から縄文時代のものとみ 割反島では手に入らない樟々な鞠が出土し

られる遺物が出土しました。中でも注目を たととです。北海道内から持ち込まれた黒

集めたのが明白点にも及ぶ貝製のアクセサ 曜石や力ンラン岩などの石材や、本州との

リーでした.平成10年、礼文町教育畳員 吏易を示すヒスイのベンダントや房総半島

会による発掘結果、己の船泊遣剛志縄文時 以南の海で採れるイモガイ、タカラガイ、

代中期かち笹期にかけての遺跡で、船泊湾 マクラガイを使ったアクセサリーなどが出

で揮取できるピノスガイという貝を材料と 土しました。また、北3蹴置には生息しない

したアクセサリー工葺であったととがわか イノシシの妊なども出土していますa

りました.おびただしいほどの貝やアクセ

サリー類の完成品や半完成品、吉らに加工

に必要な製作道具や製作堀所の跡と思われ

る遇措も出土しました.お菖もみっかり、

その副葬品には本州由来のものも多数見っ

かり、船泊遺跡が特別な場所でおった事を

強く示しました。

船泊遺跡と名付けられた遺跡は、日本の最

1回舗にありながら日本海においての広域な

交易を証明した重要な遺跡として固から重

20 

礼文島のE史

担淀島の地名の由来はアイヌ語の「レプン

・シリJ=沖の島という意味の語源からき

ています。島の歴史は古〈、歴史に登場す

るのは約350年前の1668年に松前藩

が支Iaする漁場として聞かれたととが始ま

りとされています。それ以前のととは記録

が残っていませんが、祖広島にもアイヌが

暮らしていたととが各種文献や絵固からわ

かっており、川や漕での漁を申心に、和人

との交易を符っていました。島内にはアイ

ヌにまつわる伝説もあり、抗主アイヌと碩

谷アイヌが漁場をめぐって争った「樹脂物

語」や「見内神社の見なし、カムイ伝説Jr久
種湖物語」などがあります。

明治に入り、 1878年ネU団略柑戸長彼

場が香漂IL:設置され‘ 1892年に船泊村

が分村、 1956年舶泊村と香瀦村が合併

し礼文村となり、 1959年現在の名鞠乱

文町になりました。

船泊遺跡から出土した貝のアクセサリーの材料は、ピノス

ガイやサラガイ、ウバガイなどです。古代人はとの海岸か

ら穴の空いた員離を拾い、装身具等を作ったのでしょう。

甑咽文剛紘想いを馳せて、穴空き貝を拾ってアクセサ

リーなどにしてはどうでしょう。舶泊

湾の砂浜で拾うととができます。

。場所:礼文島船泊湾

メノウ拾い
礼文島の元地海岸、地蔵岩に行く途

中の海岸はメノウ浜とも呼ばれ、渡

に打ち寄せられたメノウの原石を拾

う事ができます。特に海が荒れた後

の海岸では、大きなメノウの原石が

拾える事も7

。場所;礼文島元地海岸

銭屋五兵衛毘念碑ぜにや肌え宮ねんひ

1773年使永2年)、加賀の回目見在の石川

県金沢市)で代々鐘屋の屋号で両替商を営んで

いた家に生まれる。 17揖で.. 督を継ぎ、 50

旗を過ぎてからは北前船を使った交易で「海の

車商」と称されていましたが、常々海外との貿

易の必要性を痛感しており、鏑園時代にも園わ

らず、礼文島を提

u同郷土資料掴

点にしてロシアと

の貿易を特いまし

た。その地に記念

碑が建てられてい

ます.

よ村占魚句碑うえむらせん白ω

祖広島の地調や気候、四季折々に咲く花や生息す

る圃植物などネl.X島の自然の紹介をはじめ、数千

年前に縄文人たちが海を撞って費鑑したととを姐

1920年生まれ.熊本県人吉市の俳人.高浜

虚子に師事したあと中央俳壇から距離をお昔、

旅を憂し「徹底写生、創意工夫』の書鋳を買い

て創作活動を続けました。 29歳の時、主宰誌

「みそ古ざい」を劃刊。 1961年頃に初めて礼

文島を訪れて以降何度か来島したようです。ス

コトン師を望む展望台に句碑が建っています。

うな

飢えし暗〈
el6 '[)'重

海猫'c:目増しの
ーたあ晶し

北且嵐

わせる、縄文文化やオホーツ

ク文化の出土晶輔自泊遺跡か

ら出土したヒスイや貝のアク

セサリーなど、また明治から

大正にかけて活気づいたヱシ

ン識の生活の再現や識で使用

した道具などを昆示紹介して

います。責料館は町民活動セ

ンター[ピスカ21]内に開最

古れています.

。相反町香深村尺忍 TE凶163-86-2119

・開館期間 :S月1目-10月31日
休館日:月瞳日(祝日の場合は翌日)

I 

島健45鹿命

メノウ捨い

Rebi皿 I由 ndhadflot国品詞也rough
her凶111fi.ohing. It is thought也at
也erew師国血血F岨 d阿且伊in瓜

least Jomon Period which otarted 
a.round 14，000 B.C.国l1ceartifacto 
in that period were ezcavated at 
Funadomari Remaiuo 1∞a句dina
northern part of the ioland. It i圃
recor国田da. one ofthe i皿.port阻 t
r胆.ainsin IJ凶eofthenor由町田oot
edg唱。fJapan.b切削鴎it.ho閑也e
師団組ceofwid鏑恒輔d国制也rougb.
也eSl:迫。CJap岨.on也泊凶and白血鬼

泊RebunTown Folk Museum which 
凶曲itsmany eEav臨 du1:ifaeto of 
Jomon Culture and Okho也kC叫 加m
a.o well as ja血 pu提唱圃回ds回画，hell
臨調a凶舗fromF1madomariR岨aIlIO.
種文島是鋳魚漁業昌盛之島・後縄文時

代起人例就似乎有所往来，従島的北部

婚相遁飾可以看到出土的縄文時代之遺

物・隆明在日:本最北嶋以日本務之庫域

交易的事進而被寵定為重要的遺跡・

島有「檀文町郷土資料館」・縄文文化、

廓審次克文化之出土遺物、舶泊遺跡的

出土・展示費翠和貝殻飾品・

Ri8hirllsland 8r RebWJ IsJ回d 21 



生うに
砲の香りが口の中に広がります

利尻・礼文に

来たら

うに三味?
うに井

獲ったばかりの
ウこをたっぷり

ウニの甘みと香ぼしい砲の香りがいっぱい!

22 

エゾアワビ

対馬海流とサハリンから南下するリマン海流

が混じり合う利民・礼文の近海は、日本でも

指折りの漁場です。日本一と言われるウ二、

信頼のブランドになっている利民コンブ、北

の荒波で育ち、身がしまり指がのったホッケ

など新鮮な暁覚をお楽しみください。

タコ
厳しい海で育った"1民・uのアワビは、

身が締まっています.

和風・礼文のタコはコリコリしで瞭も

良〈、活でもしゃぶしゃぶでも.

北の海が育んだ新鮮な海の幸を心ゆくまで。
北縛45

ホッケのチャンチャン焼き
味噌とl!比だ*ギをあわせて船ナたとζろから

'をほぐして食べます.

いくら持
ウニ井と鍾んで自慢のい〈ら井。プチプチの

イクラの食感が絶妙 l

03∞m 

生寿町
挙節毎の新鮮なネタが食べ

られます.

ホッケの聞き
脂がのった「語、‘Yケの聞き」は、 ~J~誕s!.
ならではの提唱量しさです.

ホタテの'蝿
新鮮なホタテは甘さを.じます。

淘曜開園焼~ 貨沢な銭きもの I斬鮮だからどれも絶晶

Tsushima Current， a warm帥 acurrent flowing 
northward 告。mthe lIouth of Japan， and Liman 
Current， a cold醐 curr四 Hl何回肌也.wardfrom
Sakhalin， meetll each other in the ocean around 
R泊hiriandRぬu孔Theyprovide here one of the 
旬pnehing町 ea8inJa凹 n.Vioiぬrocane吋oy腿 a
urchin and Riohiri Kombu of the beot repu旬 in
Japan， a8 well ao freoh oeafood li.ke“hokke" 
(Okhc陶kA也且ma.cker叫ri.cbin fat， which也riveo
也roughw狙dtid曲 inthe northem oea. Th岨e
U瓜舗 are副 岨m刻.veof国品位i岨 dRebun.

従日本南方北上的封馬海流和従庫頁島南下的寒流、

利隻海灘混合的利尻、檀文之抵海是日本属指可徴的

良好魚場・被構為日本第一的海路、在北方波湾淘湧

的海域所生長的利民昆布所字育的油脂豊富的花魚等

新鮮的魚貨和貝類等，是只有在利尻、祖文オ可歓待

之美味・

船泊地区

香深地区

-とい量幽値圏ノ旬
双m・.創描市町

。 草加唱、

レン'力-

h 
a回

お食事処稔文

3警

幽剖Z血ad~ .Rcbaa 11血 d 23 
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届回 路線パス~利民路線パス略図

宗谷パス(株)利尻営業所(沓形)TEL0163・84・2550

沓形にはパスターミナルがあります。右回り運行と左回

り運行があります。*運行回数は季節によって変わります。

*自由乗降区聞があります。*1日乗り放題パスがあります。

所要時間 ..~å ・ 所要時間
約25分 Fノ、K 約 35分
13，2Km ./，/ 、"18，2Km 

儒 量調

禁問ミご グ開・11ln霊童I 10，1Km 

届同 定 期観光パス

宗谷パス(株〉利尻営業所(沓形)TEL0163四 84-2550

6励 タクシー
りしりハイヤー(沓形) TEL0163・84・2252

富士ハイヤー(鴛泊) TEL0163-82-1181 

*利尻島一周は約3時間で、料金は 17.000円"'20，000円

です。(予約に応じて利用できます)

与も レンタサイクル
旅館雪国(鴛泊)

ホテル利尻(沓形)

レンタカー

TEL0163-82-1046 

TEL0163-84・2001

かめやレンタカー(沓形) TEL0163-84-2252 

F胴レンタカー(鴛泊) TEL0163-82-2551 

トヨタレンタリース旭川利尻営業所(鴛泊)

TEL0163-89-2300 

ニッポンレンタカー(鴛泊) TEL0163・89・0919

マルぜンレンタカー(鴛;自) TEL0163-82-2295 

まごとろレンタカー(鴛泊) TEL0163-82・1551

(鬼脇) TEL0163・B3・1603

A.TM利用時間~稚内信金

利民富士支唐 月~金 8:45-18:00

土日祝 9:00-18:00 

役場鬼脇支所 月~金 9:00-17:00(土日:祝は休み)

利尻支庖 月~金 8:45""18:00 

土日祝 9:00-18:00 

mr両〕海の駅(おしどまりフェリーターミナル)内〈パスワー

・ー一ード無し〉、利尻空港内〈パスワード有り〉で利用できま

す。その他の施設については，各施設の案内を

ご覧下古い。

毎回 路線パス~礼文路線パス略図

宗谷パス(株)礼文営業所(香深)TELO 163-86-1020 

*運行回数は季節によって変わります。自由乗降区聞が

あります。

届固 定期観光パス

宗谷パス(株j礼文営業所(香深)TEL0163・86-1020

シャトルパス
6月"'8月の問、観光地とフェリーターミナルを結ぶ

観光シャトルパスが運行します。

6ぬ タクシー

礼文ハイヤー(香深) TEL0163-86-1320 

イシドウハイヤー(香深) TEL0163・86-1148

開成タクシー倒曲泊) TE凶163-87・3222

みもレンタサイクル

仁ATROCKレンタルバイク(香深)

h レンタカー

TEL090・7517-1095

ニッポンレンタカー(香深) TEL0163-89-6677 

トヨタレンタリース旭川礼文営業所(香深)

TEL0163-86-1117 
ATM 

可灯M利用時間~稚内信金

礼文支庖 月~金 8:45""18:00 

土日祝 9:00'" 18:00 

役場船泊支所 月~金 9:00-18:00 (日祝は休み)

mr両1香深港フェリーターミナル、北のカナリアパ一

司園』ー' ク、ピス力 21、礼文町役場でE利用できます。

串ご利用にあたっては、施霊肉に掲示しておるパスワードが
必要です。

北舗45命
島の特産品は海産物と水産加工品。中でもコンプは最高級のだし昆

布として折り紙付きの品質です。暖流と寒流の混ざりあう豊かな海

で育った魚介はどれも味が濃厚で加工品としてもひと味ちがいます。

周りを海で固まれている利民礼文は漁業の島です。一年中、海

の幸に恵まれ、夏は工ゾパフンウ二、利民コンブの産地として

有名です。ウニやコンブ、アワビなどの漁期を制限して資源を

守り、漁師の人たちはひとつひとつ丁寧に捕獲して、刺民礼文

の大切な海産資源との共生を計っています。

回マリンハウス(沓形公園)0163-84-2992 

田利民漁協沓形支所 0163-併2456

園長岡商居 一「
固北利ん道(どんと売居) 0163-84-3011 
町 捌ん道(神磨海岸パー帰庖)

.仙法志
田マリンヌーズかわまさ 0163-85-1554 

回岡部食品販売-→ !鴛泊
トーフェリーターミナル

目平田商庖 -→l 前売唐

由利尻漁協仙法志支所 0163-85・1221

田畑宮食品(みさき工場) 0163-85-1737 

回丸田商居 一」
フェリーターミナJレ

白川村商庖 内売唐

回利島漁業くみあいストアー 0163-82-1214 固利尻観光商事 0163-85・1414
固おだしのりせん 0163-82・1J明 回みさき物産 0163-85・1813

白小杉商庖 0163-82・1366 ・鬼脇
.沓形 回水産工房利民亀一 01臼右3-1制6

回米田商唐(どんと売庖) 0163羽 4133 図利尻漁業協同組合購買部 01日-83-1224

夏の朝、海に浮かぶ小舟から身をのりだし

てガラス箱で水の中を覗き込み長いタモ網

でウニを採る漁師の姿や小石の浜いっぱい

にコンブを干す様子は、島の風物詩です。

The local specialties for souvenirs of Rishiri 
andRebun紅 eprocessed seati∞d. Oneofth邑m
isRi出riKOm加ofwhich clear and闘が語組処旬d
taste is suitable for “dashi"，出atis Japanese 
traditional soup flavor. Other well-known 
specialties are overnight-salted sea urchin， 
ωnned steamedωaw也in，p氏以蜘edωω'pus，
d血dOld叫畠kAI也且mackerel，shre剖edkombu
and Rishiri Kombu ramen (n∞dle). 

利尻島、檀文島的特産品是海産加工品・最高級

的品質保鐙可取得麺遜高雅湯汁的「利尻昆布」、

賞作伴手種的有「海勝一夜掩潰」、「蒸海路値頭」、

「章魚、花魚的加工品」、『利尻昆布栓麺」、「昆布

細毒事」等・

.香深
回中島高盾(本庖) 0163-86-1∞3 

固 11 (忌A22芯3叩) 0163品 2161

困ジンポーフーズ売庖 0163・8&2133
(フェリーターミナル内)

回ニューかとう 0163-86ト1017
(7エリ-~ーミナル前・割;!lj3土産セン事ー}

園海鮮館かふか 0163-86-1112 

囲ナカヤマ商居 0163-86-1291 
(フェリ-~-~ナJ噸・紋お土産セン聖一}

回雄谷商庖 0163-86-1551 
(フェリ-~ーミナル自0 ・証sa旨土産セン~ー}

*場所は却p-29pの地園をむ覧下さし、

Rish白・Island8c Rebun Is1and 25 



利尻島・礼文島イベン卜カレンダー

島の暮らしを楽しむイベントの数々。
島を知るにはイベントやお祭りに参加するのも良い方法です。耳寄りな情報が得られるかもしれません。
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1月 3月2月 4月

~りしり寒歓まつり
電量E厳しい寒さを吹っ飛ばせ!と行わ
司・F れる冬のイベントです。各種ゲー

ムなどで盛り上がります。暖まる
食べ物も、抽選会もあります。

*Jia雪ん子広場
司昌嗣， 漬け物石カーリングや抽選会など

アトラクションが盛りだくさん。

5月 6月

4霊~ 利尻島一周
司晶1悠遊覧人G

一 一周 55kmの利民島を一回り。初夏
向 c の利民を満喫して下さい。制限時閣

の主2‘は10時間。

1 込寸

臨画

4D最北フラワー )tJ3
苅Wマラソン J 士、3Y

礼文島に夏の訪れを告げるマラソン
大会。気軽に楽しめる3kmの親子

ーー ペアコースもあります。

.構.あつもり感謝祭、....レブンアツモリソウが見頃を迎える

頃に、群生地前で行われます。

~フ
ーら-・

お

本格的な冬、
白一色の
世界。

利民山山聞き

コマドリ
鳴き始める @

5月下旬日本で最も
遅い桜が咲く

F、

活情
，u r' エゾカンゾウ

など初夏の
6月は、ほぼ長袖シ花々が開花。
ャツで十分ですが、
フリースやウイン
ドブレーカーの持
参をお勧め。

ミズバショウ開花

雪解けと共に芽を吹く樹木と
利尻山の残雪寒さが厳

しい時期。
海薫採りが
風物詩。

-2 
-6.8 

1.8 

-3.5 

-1.7 

-6.9 

7.6 
1.5 

ウニ漁始まる
(9月まで)

12.6 

6.1 

17.0 

5.6 

Events Rishiri Island ha日amarathon held in June， a beer garden open from July to 
August， and the Hokkaishima Festival， the largeat festival on the island held 
inAu伊 at.Rebun Island has a marathon held in June， the Suisan Festival in 北緯4S

July，釘ldthe Rebun Furusato Festival in Au忠羽t.

活動介紹利尻島六月「馬柱松大曾』、七月到八月「露天噂酒花園」、島内最大的「北海島祭」、

檀文島大月「馬位松大合」、七月「海産祭」、八月「裡文郷土祭」等活動奉鱗・

l!_Q月Jl__!l月l
同8月 9月

s!_みなと r ~聖h.m・ a福島 利尻浮島まつり竃~ ビアガーデン l gmヨ
司圃届， 、.....利尻町最大のイベントです。沓形、仙法志両地司・F 鴛泊港向かいの緑地公園で 司・F

区に渡って昼は盤箇隊パレーに夜は「浮島音
開催さ才、海産物の焼物な

』踊り。露屈が並び、「どんと市』や歌謡ショ
どのコーナーやウ二採り体 ーも行われます。
験などが行われます。 ..... ・h

北海島まつり L 曲 第?と?誌がル層明命 利尻島
利尻富士町の夏の一大イベ 司F ビンゴ大会などの催し物があります。 自孟届占 司~サケ釣り大会
ン卜です。鴛泊地区ではメ 刺尻富士町4カ所の
インストリー卜を歩行者天 B・飲むべや喰うべやフエスティパJレ 港内で行われます。
園にして屋台や特産品の販 司・晶V 利尻の短い夏を締めくくるイベン卜です。歌謡シヨ 参加責格は島内外の
売など盛りだくさん。鬼脇 ーや激安露庖販売やゲーム大会などが行われます。 人を聞いません。

25:237 1五二OO ~単 利尻島一周ふれ 点笠兵
~フ a鑓 亀事， あいサイクリング 策審事

.却雪量閉L.. 1

- 自転車道と道道を走る約60Kmの :J1c¥圃・u.r
サイクリング。交流会もあります。"v す弓 v

- ・E ・・E ・-

穆~一一「.、， ー.・.

E --・E ・E ・ 月

87.1<産まつり 、..礼文ふるさとまつり
屯起， 島の疎覚が大集合!特設プール 祖幽S 船泊と香深の両地区で行われる礼文最大のイベ

-- でタコのつかみ取りが名物です。 司 F ン卜で、多くの島民が短い夏を楽しみます。露

屈が並びます。

縄謀略オータムフエスタ
、園面副F島の北部、久種湖畔で開催される秋の味覚

一 イベントです。島のグルメを楽しめます。

利民山の紅葉
はじまる

白銀に覆われて
神々しい利民山

強
ど
工

此
河
川
患

、
ウ
な
防

く
ダ
さ
全

寒
で
通
完

は
の
を
で

冬
い
風
ア

uh
hー措

置
一
旬

mw

初
閣

t司

山
月

明
川

正
中ι~ 

のの 溢れる緑と碧い海

戸?ily?i@:1 / 真夏は半袖で良ゆが、長袖やフ日があ-I>c:li;/l)"
、歩く人は登山のつもりでしっかりした靴を履き、伸縮性のあ

F11 jjる長ズボンを着用したうえで、両手を使えるように。

0.7 
-4.2 

21.1 

10.0 

本気温は車J尻町沓形のデー舎です.

23.1 

16.8 

20.2 

13.0 

14.2 

7.9 

6.6 

1.0 
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*2名様利用、 1泊2食の1人あたりの税別料金(サービス料込*一部施設を除く) 注1:一部施設は入湯税別途負担、注2:一部施設は税込料金

等ATM 包 郵便局制駐在所 目 病院 固 ガソリンスタンド

500m鴛泊
」ー」 おしどまり

o 5∞m 
」ーι--'-ーJ........Lー」

. 数字は土産屈です。庖名は24p-25pをご覧下さい。
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地区 施設名 電話番号 収容人員 営業期間 料金 設備

香深 1 三井観光ホテル 0163-86-1717 200名 4月20日叶O月15日・10，000円""20，000円(税別・ 2食付)
自己画面⑧困*期聞により変動あり、詳しくはお問い合わせ下さい。

明暗由LANはロピーのみ)

2 ホテル礼文 0163-86-1177 160名 5月""9月 .10，000円""20，000円 (1泊2食付、サ・税別・入湯税 150円)
回巴画〕⑮困*期聞によリ変動あり、詳しくはお問い合わせ下さい。

悼剖直LANはロピのみ}

3 花れぶん 0163-86-1177 228名 目 20日4月10日・15，000円""35，000円 (1泊2食付、サ・税別・入湯税 150円) 自己⑥⑧困

4 旅館桜井 0163・86・1030 50名通年営業 .13，000円""20，000円(夏期/1泊2食付、サ込・税別)
目白⑮困.9，000円"-'10，000円(冬期/1泊2食付、サ込・税別)

5 素 泊 ま り 花 文 0163-85-7890 16名通年営業 -素泊り 5，500円(税込) 困

6 旅館かもめ荘 0163-86・1873 28名通年営業 .12，600円 (6月"'8月、 1泊2食付・税込) 図面*
.9，450円 (9月"-'5月、 1泊2食付・税込)

7 旅館うきしま 0163-86-2477 20名 3月中旬"'12月中旬 .1名1室朝食付 7，560円(税込)I素泊り 6，480円(税込)
.2名1室朝食付 7，020円(税込)I素泊り 5，940円(税込) 困

*詳しくは電話・FAXにてお問い合わせ下さい。

8 旅館一番館 0163-86-1333 30名 5月"'10月 .8，500円 (6月"'9月、 1泊2食付・税別)
• 7.500円 (5月・10月、 1泊2食付・税別)

9 ペンションう~に~ 0163・86-1541 29名通年営業 .5月20日"-'8月31日11，880円(1室2名以上)16，200円(1名利用)
.9月1目へ-9月 30日9，720円(1室2名以上)1 1，880円(1名利用)

目国困.10月1日"'-'5月19日7，560円
本料金は1泊2食fす、サ込・税込小学生は大人料金の70%3歳~就学前3，780円

10 民 宿 山 光 0163-86-1891 15名 6月"'9月 .素泊りのみ 5，500円(税込) 困

11 民宿なかむら 0163・86-2724 10名通年営業 .素泊り 4，200円(税込).朝食付 5，300円(税込)
.6，800円 (1泊2食付・税込)

12 民宿さざ波 0163-86-1420 15名通年営業 .素泊り 4，500円(税別).朝食付税5，5別0)0円(税別)
.7，500円"'10，000円 (1泊2食付・

13 民宿香栄丸 0163-86-1032 40名 6月"-'8月 .8，500円"'10，000円 (1泊2食付・税別) 回目叫宣のみ

14 民宿宮島荘 0163-86-1692 60名 6月"-'7月 .9，000円"'11，000円(税別)
画本期聞により料金の変更があります。詳しくはお問い合せ下さい。

15 民宿はな心 0163-86-1648 47名通年曽業 .5月1日"-'9月30日 8，800円"-'13，800円(1泊2食付・税別) 図 画 困
.10月1日"'4月30日 6，800円(1泊2食付・税別) 個室トイレ付8皇、パス，トイレ付1宣

16 民宿ゃぎわ 0163・86・2034 23名 5月"'9月 .9，000円"'12，000円[うすゆきの湯温泉券)付・船主J1名様~
090-1524-9337 *小学生 1，000円引き、小学生宋満O円 目白七2室

*月によって宿泊料金が異なりますのでお問い合せ下さい。

知床 17 民宿はまなす 0163-86・2811 24名 6月"'9月 .7，800円 (2名様以上一室・ 1名様当り)
困.8，800円 (1名様一室)

元地 18 桃岩荘YH 0163-86-1421 66名 6月"'9月 .3，000円(会員料金・素泊り・税別)
*朝食600円(税別)、夕食 1，000円(税別)
*非会員は会員料金(税込)+600円

船泊 19 礼文島プチホテルコリンシアン 0163-87-3001 60名 4月20日"'10月20日・21，600円"'31，860円 (1泊2食付、サ・税込・入湯税150円) 回国直)困

20 ホテル礼文荘 0163-87-2755 60名 5月"-'11月 .8，600円"'13，000円 (1泊2食付・税込)
困圃*季節によって変動あり、詳しくはお問い合せ下さい。

21 民宿海憧(かいどう) 0163-87-2717 30名通年営業 .7，000円"'10，000円 (1泊2食付・税別)
困*男女別相部屋(年齢制限有)6，000円(料金などはご相談下さい)

22 星観荘(YH形式) 0163・87・2818 15名 4月21日"'10月末・5，000円"'7，500円(税込) 困

23 民宿力メとはまなす 0163-87-2887 22名通年営業 .5，500円(1泊朝食付・税別)
函困.5，000円(素泊り・税別)

24 民宿吹風(ふぶき) 0163・87・3032 10名通年営業 .8，000円"'10，000円(税別)
.5，000円(素泊り・税別)

国

等灯M 包 郵備品駐在所 白 病院 困 ガソリンスタンド

香深

500m 

.数字は土産屈です。庖名は 24p-25pをご覧下さい。
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( 利尻島・礼文島までのアクセス : Information 
実適インフォメーション

〈:::::コ は園立公醐題駅す

/ 

利尻礼文サロベツ国立公園
RlshlrJ-Rebun-Sarobetsu Natlonal Park 

Rlshlrt.Rebun-5arobe匂uNaUonalP置市
百 jo白也島llm'出e:rnm周tnatianal park in Jap血
目m四国d也reedistiru:ti.ve areaoよR臼lhiriIol皿d
whereMt.岡由討包located，Rebun副且ndwhere
countless alpine plants grow， and S且robe主su
Wetl皿 dwhich田 P阻白arulst開旬h闇且longthe
n町 them四回tof Hokkaido. Other townB 田町

the national park岡山owell worth a VIBit. 
The問 isCape 8oya， the northernmost tip of 
Japan in Wakk阻ai，a beau曲 IIcoast1泊S曲 d也s
northernmost hot sp由伊ωlledT，句。旬miOnoen
泊 Toyo旬mi，and blue poppies which grow 0凶y
inthe 阻 malayasin Horonobe. 

利尻櫨文佐昌副圃宜公園
日本最北的園立公園由利尻山袋立的利尻島、高山

積物盛開的笹文島和延伸至遁~t的海岸銀之燈閥的
佐呂別添原的三個自然特徴所構成・程内市可見到

田本最北的‘宗谷町、豊富町的美麗海岸線和最北

的温泉街“豊富温泉・，幌延町可看到害弱柱雅等之

外無法野生的官色嬰東.

(kh 
u 

.サロベツ原隼程. 

. 旗覇銅E地
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¥
代
け
い
¥

一
/

弐
ノ

現

品
-

t
抑
制

ツアカレ

時ゆ捌
/"'""";~ιー-

41トマリ沼

日本最北の国立公園

日本最北の利尻uサ口ベツ国立公園は、日本混上

の独立峰利尻島、高山植物が咲き誇る礼文島、広大

なサロベツ湿原の3つの自然が特徴で他の国立公園

に比べ変化に富んでいます。利尻町，利民富士町、

祖反町と稚内市、豊富町、幌延町にまたがる総面積

約2万4千ヘクタールに護るエリアは昭和49年に

目立公園の指定を受けています。自然環境と生物多

極性老守るために保護と持続的な利用を両性古せ後

世に伝えなくてはなりません。との大事な自然をた

のしみ続けるためにルールとマナーを守りましょう。

! 

稚内

+ 
fU 

。

丘疎空港 約1時間 利民空港

羽田空港一一約1時間55分一一稚内空港

新千歳空港一一一約50分一一一一稚内空港

・季節運航 (6月......9月)

ANA 新千歳空港 約 1時間 利尻空港

+ 空路

HAC (JAL)圏内融予約・案内センター一一TEl057D-025圃071
http://www.jal.∞.jp 

ANA圏内接予約・案内センター一一一一花ω'57ω2ら222
http:/，ハ州w.ana.co.jp

・通年運航

HAC (JAL) 

ANA 

員JR
JR稚内駅一一一一一一一一一一一一一 TEl0162・23-2583
http://wwwJrhok同ido.coJp
・通年運航(特急)

掴川

キU幌
ヰU幌

肉

H
内

稚

掴

稚

約4時間

約1時間30分一一一一一一一

約5時間 30分一一一一一一

町田都市聞パス

北部観光{樵)一一一一一一一一一一花凶162.・23却 20

宗谷パス(株)一一一一一一一一一一一1EL0162-32-51 51 
http"J/www.soyabus.co.jp 

・通年運航

札幌 稚内約5時間30分

oR 

-~彊冨盈H霊・

稚内市わっかないし 豊富町とよとみちょう 幌延町 闘のぺちょう

唾畠面フエリー

TEl0162・23-3780

1EL0163-86-1662 

1EL0163・82-1121

1EL0163-84-2424 

利民団骨;自)

一一一一ー札文(香深)

一一一一一利尻(制)

約 1時間40分""50分
約 1時間55分

約40分

ハートランドフェリー{株}稚内支庖

香漂駅(礼文島)

鴛泊駅(利民島利尻富士町)

沓形駅(利目島利尻町)

h百p:/，刈附w.heanlandferry.jp/ 

・通年連曲

稚内

稚内 一一一一一

礼文一一一一一一

・季節運航
剰尻(沓形)

トナカイに出会える「トナカイ観光牧

場」で知られ、。、..7月比は幻の「青い

ケシ」が開花。オ口口ンラインの風力

発電の景観も見ものです。

豊富牛乳で知られる酪塵の町。アウト

ドアを擬しめる兜沼公園、最北端の祖

泉街「豊富温泉」、差しい夕日を望む

稚咲内海岸などが魅力です。

日本量北輔の稚内市。さいはての宗谷

岬、白鳥の飛創世大沼などがあるほか、

オホーツク・日本海の両海がら水揚げ

される海の幸も評判です。
|婦|

一一一一一礼文(香漂}

-ポーデイングブリッジ世置
2015年より、稚内、鴛泊、香深、奇形の4港にフエリーターミナル
から宣接乗下船できるポーディングブリッジ団操船が設置されま
した.お年寄りゃ休の不自由な方たちをはじめ全ての観光客の皆様に
「便利・安心・優しさ」を提供しています.

約40分

31 Rishiri l&1aZUI 8c Rebuu Island 

沓形フヱ1)ーターミナル
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