この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図を複製したものである。（承認番号

稚内市

平25道複、第33号）

宗谷岬

旭川まで約２４０ｋｍ、約４時間３０分

旭川まで約２４０ｋｍ、約４時間３０分

【日本最北端地の碑】

【稚内港北防波堤ドーム】

稚内市宗谷岬

稚内市

1936年、波よけ用に建設された全
長427ｍ、高さ13.6ｍ、70本の円柱が
連なる半アーチ型ドームです。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指定されて
います。

宗谷岬

964 007 242

北緯45度31分22秒、宗谷岬の突端
に位置し、まさに日本のてっぺんに建
てられています。碑は北国のシンボル
北極星の一稜を象った三角錐をデザ
インしたもので、塔の中央にあるＮの
文字は北を、そして台座の円形は平和
と協調を表しています。
998 039 599

稚内市

名寄市

旭川まで約７５ｋｍ、約１時間３０分

【なよろ市立天文台きたすばる】

旭川まで約４５ｋｍ、約１時間

上川町菊水841-8

名寄市日進１５７番地１

大雪山を望む美しい丘陵に描かれ
た庭。多種多様な草花が咲き誇る「森
の花園」と自然の中で作り上げた居心
地のいい「森の迎賓館」。異なる２つの
特色を持つガーデンが様々な表情で
お迎えいたします。

一般開放を行っている天文台で、観
測条件のよい名寄の気候を生かし、天
気が良ければ天の川の下で様々な天体
を観察することができます。公開天文
台として国内２番目の口径（1.6m）の
大型反射望遠鏡の他、デジタルプラネ
タリウムの投影も行っています。

豊富町

上川町

【大雪 森のガーデン】

623 459 391*01

272 748 530

豊富町

旭川まで約２１０ｋｍ、約４時間

紋別市

【サロベツ湿原センター】
豊富町上サロベツ８６６２番地

旭川まで約１４５ｋｍ、約２時間３０分

【ガリンコ号Ⅱ】

サロベツ湿原はラムサール条約に登
録された、日本最北の大湿原です。
ぐるり360度、どちらを向いても原
野や牧草地が広がり、はるかに低い山
や酪農家が点在するサロベツ原野の
広大な眺めを味わえます。

紋別市海洋公園１番地

流氷で覆われた海原を、ドリルで砕
きながら突き進む迫力満点のクルーズ
は、魅力溢れる世界を楽しませてくれ
ます。また、夏はフィッシングクルーズ
を行っており、レンタルの道具もある
ので手ぶらで楽しめます。

736 699 203

801 585 734

士別市

旭川まで約５５ｋｍ、約１時間

旭岳温泉

【羊と雲の丘】

旭川まで約４５ｋｍ、約１時間

旭岳温泉は大雪山国立公園内にあ
り、景観に配慮され落ち着いた雰囲気
です。露天風呂では外気の冷たさと温
泉の暖かさを同時に体験でき、自然に
囲まれた静けさの中でリラックスして
過ごすことができます。

士別市西士別町5351

観光牧場では、５月上旬から10月上
旬まで100頭を超えるサフォーク羊が
放牧されています。シープドッグ・羊の
毛刈りのショーもあります。世界のめ
ん羊館では、世界各国の珍らしい羊が
見学できます。

796 831 878

272 013 622

美深北IC

層雲峡温泉

名寄IC方面出入口のみのハーフIC

旭川まで約６５ｋｍ、約１時間３０分

1857年に江戸幕府の足軽松田市太郎によって発見された温泉です。道
北最大の温泉郷で、泉質は単純泉・単純硫黄泉で刺激が少なく、高齢者か
ら幼児までどなたでも安心して入っていただけるやさしい温泉です。

旭川市

623 233 205

【旭山動物園】

名寄市

旭川市東旭川町倉沼

紋別市

動物本来の自然の生態が見られる
「行動展示」を行っている、日本最北の
動物園です。水の中を飛ぶように泳ぐ
ペンギンや、地上17mを移動するオラ
ンウータンなど、動物たちのいきいき
とした姿が見られます。
79 388 844

士別市

留萌市

天人峡温泉

旭川まで約８０ｋｍ、約１時間３０分

【黄金岬の夕陽】
留萌市大町２丁目

黄金岬という名称は、昔、留萌がニシ
ンで栄えていた頃、ニシンの群れが夕
陽に染まり黄金のように輝いて見えた
ことが由来です。
日本海に沈む夕陽は格別で、黄金岬
の夕陽は「日本の夕陽百選」に選ばれ
ています。
416 390 235

白金温泉

留萌市

東川町

旭川まで約４５ｋｍ、約１時間

約4km続く白樺街道を過ぎると、豊かな自然に囲まれた源泉100％の
かけ流しの温泉街があり、その泉質は日本100選にも選ばれています。ま
た温泉街には白ひげの滝、近くには青い池があり、自然散策や森林浴も楽
しめます。
796 182 575

留萌大和田IC

【旭岳】

旭川まで約４０ｋｍ、約１時間

天人峡温泉には2軒の温泉施設があり、切り立った崖の谷あいに位置す
る秘境にあります。日本の滝100選に選ばれた羽衣の滝にほど近く、紅葉
の時期は赤や黄に染まる木々と滝、それを囲む岩場のコントラストが優雅
です。
796 738 566

旭川まで約１５ｋｍ、約２０分

東川町旭岳温泉

上川町

北海道の最高峰「旭岳」ではロープウ
エイを利用し、雄大な景色をパノラマ
で見ながら1,600m地点まで行くこと
ができます。夏にはハイキング、秋には
美しい紅葉、冬にはパウダースノーが
楽しめます。

旭川市
層雲峡温泉

東川町

796 830 431

旭岳温泉

十勝岳温泉

旭川まで約６０ｋｍ、約１時間３０分

車で標高1,280mのところまで行ける絶景スポットです。十勝岳駐車場
からは上富良野町内はもちろん近隣まで見渡すことができ、写真にはおさ
まりきらない景色があります。日帰り温泉施設も充実しているので旅の疲
れも癒せます。
901 872 410

天人峡温泉

美瑛町

美瑛町

上富良野町

【後藤純男美術館】

旭川まで約４０ｋｍ、約５０分

上富良野町東４線北２６号

旭川まで約２５ｋｍ、
３０分

【写真ギャラリー拓真館】

上富良野町

美瑛町字拓真

拓真館の周辺は、見わたす限りの風
景が続いています。
丘陵地帯の景観を楽しみつつ拓真館
に至り、そこで間近に見てきた風景の
さまざまな表情を、
写真を通して改めて
見渡すことができるギャラリーです。
349 704 239

中富良野町

白金温泉

十勝岳温泉

現代日本画壇を代表する画家、後藤
純男画伯が純金やラピスラズリなどの
天 然岩絵具で描く色鮮やかな作品を
約130点展示する美術館です。日本画
の素晴らしい作品をご覧頂いた後は、
２階に併設されたレストランでひとや
すみ。
349 434 137

富良野市

中富良野町

旭川まで約５０ｋｍ、約１時間

【カントリーテラスコロポックル】
中富良野町東１線北５号

ジャガイモ掘りなどのプチ農業体験
や、自家製のベリーを使ったジャムと
アイスの手作り体験、羊毛クラフトの
体験など、富良野のお土産作りができ
ます。館 内はレストランにもなってお
り、テラスでゆっくりお食事も楽しめ
ます。
349 122 408

札幌市

中富良野町旭川まで約５
富良野市
旭川まで約５
５ｋｍ、
０ｋ
約１時間
ｍ，
約１時間

札幌市
旭川まで約１４０ｋｍ、約２時間

占冠村

【カントリーテラスコロポックル】
【フラノマルシェ】
中富良野町東１線北５号
富良野市幸町１
３番１号

ファーマーズマーケッ
ジャガイモ掘りなどのプチ農業体験
ト、スイーツカ
フェ、
や、自家製のベリーを使ったジャムと
富良野物産センター、
テイクアウト
ショ
アイスの手作り体験、
ップの4つのゾーンがあります。
羊毛クラフトな
どの体験など、
また、
フラノマルシェ
富良野のお土産作りが
２も隣接し、
ここ
から
できます。
富良野を知る
館内はレストランにもなって
ことができる、
まち
の情報発信基地です。
おり、テラスでゆっくりお食事も楽し
めます。 349 001 836

新千歳空港IC

新千歳空港

新千歳空港
旭川まで約１７５ｋｍ、約２時間１０分

中富良野町
占冠村
旭川まで約１
旭川まで約５
０５ｋｍ、約２時間
０ｋｍ，
約１時間

【カントリーテラスコロポックル】
【星野リゾートトマム】
中富良野町東１線北５号
占冠村字中トマム

北海道の中央、
ジャガイモ掘りなどのプチ農業体験
日高山脈の北端に位
置し、
や、
自家製のベリーを使ったジャムと
豊かな森に抱かれたトマムリゾー
アイスの手作り体験、
ト。
約1,000ヘクタールの広大なフィー
羊毛クラフトな
どの体験など、
ルドには、
今もありのままの大自然が
富良野のお土産作りが
できます。館内はレストランにもなって
広がります。
おり、テラスでゆっくりお食事も楽し
608 511 367
めます。

