遠別

まっぷ
オロロン

え んべつ

遠別 道
さんぽ

遠別
さんぽ

遠別富士見ヶ丘自然めぐり

道の駅 富士見

人気のコロッケを
食べてみる。

遠別川河川公園
スタート！

へえ〜。
遠別ってこんな町
なんだね。

初山別から来たよ。

遠別にエゾモモンガが森に
棲んでるって噂を聞いて
来てみたよ。
大きなタコやホタテが入った
コロ ッケも美味しいし
海の幸が楽しめる町だね。

つぎは天塩に行ってみよ。

町の
別
遠
と話 日本最北の米どころ
っ
こ
ご当地グルメもうまい !
ちょ

臨時直売店
花菜夢で
新鮮野菜を
買ってみる。

ランチで迷ってみる。

金浦原生花園で
エゾカンゾウの
花の色を
確かめてみる。

or

＜5 月＞
●富士見ヶ丘公園開き
山菜まつり

天然ひらめの１日オー
ナーになって、漁獲量
を山分けするイベント。
お気に入りの漁師に応
募しよう！

稚内から日本海沿いに約９０ Km 南にある遠
別町は、日本海浮かぶ利尻富士と夕陽が美し
い、人口約２,８００人の小さなマチです。
海、山と豊かな自然に抱かれたマチの良さを、
地元の人とふれあいながら暮らし体験を通じ
て知ってみませんか？

＜8 月＞
●消費者還元商工夏まつり
●仮装行灯パレード仮装盆踊り大会

DATA：遠別漁港内にて
６月中旬開催
HP：http://hirame.main.jp

9.2km

体験ちょっと田舎暮らし体験

★遠別イベント情報★

ひらめ定置網オーナー制度

遠別町は日本最北の米どころで良
質のもち米が穫れるマチ。畑作物
ではメロン、ほうれん草、アスパ
ラガスなども生産。地酒「北吹雪
」は地元のもち米で仕込んだお酒。
遠別で水揚げされるホタテやタコ
を使った「えんべつコロッケ」も
美味。

送迎バスを利用

3.9km

750m

旭温泉でサッパリする。

＜2 月＞
●えんべつ冬まつり

見る
★体験プログラム★

オロロンまっぷ
さんぽ道シリーズ
〈留萌管内市町村間距離〉

天塩
19.3km
（約 22 分）

遠別
22.4km
（約 22 分）

初山別
天売島

19.9km
（約 21 分）

羽幌
焼尻島

7.4km
（約 8 分）

苫前
32.3km
（約 33 分）

小平
13.7km
（約 20 分）

留萌

の
町
遠別内は

遠別町役場
天塩郡遠別町字本町 3丁目37番地

TEL:01632-7-2115
http://www.town.embetsu.hokkaido.jp
E-mail:info@town.embetsu.hokkaido.jp

☆タクシー
北星ハイヤー
TEL:01632-7-3222
留萌管内の詳しい観光情報サイト
く ら ぶ

「るもい食楽歩」
http://www.rumoiclub.net
く ら ぶ

オロロンまっぷ さんぽ道
発行 編集：留萌観光連盟
16.9km
（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
（約 24 分）
TEL : 0164-42-3871
掲載内容は2016年12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。

増毛

金浦原生花園

遠別川河川公園

富士見ヶ丘公園

道の駅 富士見

利尻富士とエゾカンゾウのコントラ
ストが美しい原生花園。遊歩道を歩
けば、野鳥観察も楽しめる。見頃は
６月中旬から下旬。

遠別川と日本海が出会う河口周辺を
利用してつくられた公園。蛇行する
川の地形そのままを活かした水辺や
遊歩道が心安らぐスポット。

日本海に浮かぶ利尻富士を見渡す丘
にあり、森林を活かした敷地はパー
クゴルフ、アスレチック、キャンプ
場などアウトドアの拠点。

日本海をのぞむとんがり帽子が目印。
道の駅駐車場では、６月から１０月の
日曜日に新鮮野菜の直売店
「花菜夢(か
なむ)」がオープンしている。

処
食事

る
泊ま
あずましい二つの癒しの湯

ヒラメ、
一品料理、
ラーメン

ご案

ちょっと
聞いてみるか。

●えんべつ産業見学ツアー
●えんべつ旬グルメ体験
●羊ふれあい体験
●フォトトリップ体験
●パークゴルフ体験

美味しい料理でおもてなし

〈お寿司〉寿司の浜ちゃん
TEL:01632-9-6500

〈旅館〉旭温泉
TEL:01632-7-3927

〈旅館〉栄館
TEL:01632-7-2253

スタミナ定食、
なべやきうどんなど

絶品たこおこわ ! 道の駅富士見内

おかみさんの卵焼きがうまい！

温泉浴場は男女日替わり交代

〈食事処〉道の駅 富士見直売所
TEL:01632-7-1188

〈食事処〉味のどん兵衛
TEL:01632-7-2270

〈食事処〉レストラン
「とんがりかん」
TEL:01632-7-3939★（2月・3月）

〈旅館〉福井館
TEL:01632-7-2004

〈旅館〉いながき旅館
TEL:01632-7-3258

オススメは和風カットステーキ

味も値段もボリュームも満足

遠別産の食材を使ったメニューがいっぱい

〈食事処〉レストラン メルヘン
TEL:01632-7-3210

〈焼肉〉焼肉 景福苑
TEL:01632-7-3001

〈食事処〉Comedokoro -コメドコロTEL:080-2878-1468★

産
お土
物
買い

雑貨・クリーニングのホワイト急便
〈買い物〉広瀬商店
TEL:01632-7-2002

お どなど
な

遠別の海産物を直販

地元の農水産物や加工品販売

〈海産物〉遠別漁業協同組合
TEL:01632-7-2235★

〈おみやげ〉道の駅 富士見直売所
TEL:01632-7-1188

遠別の小豆を使った
「大納言羊羹」
〈お菓子〉梅月浅田菓子舗
TEL:01632-7-2154

遠別銘菓
「たわら最中」
〈お菓子〉ハヤシ屋野村
TEL:01632-7-2075

地酒
「北吹雪」食材・食品
〈買い物〉Aコープ遠別店
TEL:01632-7-3464

地酒
「北吹雪」食材・食品
〈買い物〉津田商店
TEL:01632-7-2014
★…冬季休業

〈旅館〉ふじや旅館
TEL:01632-7-2307

遠別銘菓
「遠別旅情」
〈お菓子〉北川誠菓堂
TEL:01632-7-2159

食材・食品
〈買い物〉チューオースーパー遠別店
TEL:01632-7-2300

ホワイトクリーニング遠別店
〈衣料品〉川端ドライクリーニング
TEL:01632-7-2877

地酒
「北吹雪」食材・食品
〈買い物〉古行商店
TEL:01632-7-2032

遠別の釣具店
〈釣具〉福山釣具店
TEL:01632-7-2140

遠別の釣具店
〈釣具〉水野商店
TEL:01632-7-2003

生活家電
〈家電〉HIZUME電器
TEL:01632-7-2280

生活家電
〈家電〉サカガワ電器店
TEL:01632-7-2058

生活家電
〈家電〉PLAZA ハシモト
TEL:01632-7-2379

時計・メガネ
〈時計・メガネ〉玉置時計眼鏡店
TEL:01632-7-2272

プライベート・ビジネスに
〈ホテル〉ホテル ノーザンライト
TEL:01632-7-3328

遠別の家具屋さん
〈家具〉牛若家具店
TEL:01632-7-2141

生活雑貨
〈生活雑貨〉ショッピングプラザミズノ
TEL:01632-7-2061

生花・造花・葬儀
〈お花〉坂川葬儀生花店
TEL:01632-7-3461

遠別の畳屋さん
〈畳店〉仲野畳店
TEL:01632-7-2123

●

ンプ
キャ遠別川河川公園キャンプ場
営業期間/5 月～10 月下旬★
料金：テント1張500円
（河川公園／富士見ヶ丘）
ケビン利用1棟2,000円
（富士見ヶ丘のみ）
※水洗トイレ、炊事場あり。
★レストランとんがりかん
TEL:01632-7-3939 ★（2月・3月）
※火曜定休

ぶ
あそ

り
日帰

温泉

遠別の洋服屋さん

おもちゃ・雑貨・駄菓子

生花・造花

★お問い合わせ お申込み
移住交流支援センター「ぴーぷる」
TEL:01632-9-7151

〈衣料品〉テイラーズショップ
TEL:01632-7-1333

〈玩具〉ドリームショップやました
TEL:01632-7-3152
〈お花〉FLOWER SHOP TOMITA
TEL:01632-7-2612

DATA :4泊以上（最大 1 ヶ月程度）※予約制
料金 /１日 1,000 円

富士見ヶ丘公園キャンプ場

遠別コロッケ、
ソフトクリーム、
麺類

地元の新鮮な海の幸山の幸料理

●そば打ち体験
●つながる地域交流
●ファームチャレンジ
※最低 2 つ以上の
参加が条件です。

写真・フォトスタジオ
〈写真館〉吉田写真館
TEL:01632-7-2422

遠別の金物屋さん
〈金物店〉来生金物店
TEL:01632-7-2053

遠別の薬屋さん
〈薬局〉クニベドラッグ
TEL:01632-7-2045

えんべつみなくるびーち
えんべつみなくるびーち
防波堤と消波ブロックに囲ま
れ、打ち寄せる波は穏やか。
家族連れも安心して遊べる。
DATA：7月中旬～8月中旬
TEL:01632-7-3939 ★

丘の上から利尻富士の景色♪

富士見ヶ丘公園パークゴルフ場
TEL:01632-7-3939★

簡易リフト
（ロープ）
で斜面もゆるやか

遠別町幸和スキー場
TEL:01632-7-3950

旭温泉
「旭の湯」
と
「富士見の湯」
の２つの
源泉があり、浴室も和風と洋風の
２タイプから楽しめる。紅葉の季
節は露天風呂からの景色が圧巻。
神経痛、筋肉痛
関節痛、五十肩
疲労回復など
DATA：大人500円、
子供250円
営業時間 /8:00～22:00
TEL:01632-7-3927

