羽幌

まっぷ
オロロン

は ぼ ろ

羽幌 道
さんぽ

へえ〜。
羽幌 って
こんな町
なんだね。

羽幌で炭坑跡を
巡るツアーが
あるんだよ。
バラ園も種類が豊富で、
いい香り。
作品みたいな写真が撮れるから、
教えてあげるよ。
甘エビにタコ、海の幸も美味しいよ。
心も体も大満足さ！

町の
幌
羽
と話
っ
こ
ちょ

〈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

郷土資料館
スタート！

甘えび漁獲量日本一 !!
2つの島を有するマチ 羽幌町

はぼろサンセットプラザ

の

町
幌
羽 内は

ちょっと
聞いて
みるか。

ご案

司＆
寿
お 丼
海鮮

羽幌町南町 1 番地の 1

TEL:0164-62-6666
FAX:0164-62-6666
www.haboro.tv/
E-mail:info@haboro.tv

羽幌町観光案内所
4月末～8月末
（冬期休）★

TEL:0164-62-3993
☆タクシー
共和ハイヤー
TEL:0164-62-1144
沿岸ハイヤー
TEL:0164-62-1551
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

竹鮨
TEL:0164-62-1557

甘海老たっぷりの押寿司は逸品

羽幌の美しい夕陽を望むシーサイドオアシ
ス。大浴場をはじめ石庭の露天風呂がある。
客船をイメージした内外観で、日本海のパノ
ラマを楽しめる。道の駅｢ほっと・はぼろ｣
のメイン施設。はぼろバラ園、北海道海鳥
センター隣接。６～８月のバラ園は圧巻。

TEL:0164-62-6686

•
定食

〈食事処〉一休食堂
TEL:0164-62-3145

オススメ！あんかけヤキソバ
〈ラーメン〉ラーメンの華月
TEL:0164-62-3913

る
泊ま
素泊まり、
個室OK

〈ラーメン〉のんのん
TEL:0164-62-4446

手打ちそば、メニューも豊富
〈そば〉そば処山崎
TEL:0164-62-2269

羽幌の美しい夕陽を望むシーサイドオアシス
〈ホテル〉はぼろ温泉 サンセットプラザ
TEL:0164-62-3800

お食事処もすぐ近く、
素泊まりのみ

〈旅館〉丸美旅館
TEL:0164-62-2158

〈旅館〉登喜和旅館
TEL:0164-62-2268

海の幸＆家庭的で気楽な宿

海の幸でおもてなし! 港から一番近い宿

〈旅館〉山崎旅館
TEL:0164-62-1700

〈旅館〉旅館離島会館
TEL:0164-62-1794

会食もOK!新鮮な海の幸が自慢

沿岸バスターミナルすぐそば

〈旅館〉料理旅亭 冨士屋
TEL:0164-62-2078

〈民宿〉民宿陣屋
TEL:0164-62-1126

天売島･焼尻島の中継宿
〈旅館〉佐渡屋旅館
TEL:0164-62-2076

フェリーターミナルから徒歩圏内
〈旅館〉セールス会館
TEL:0164-62-2022
★…冬季休業

ライダーや旅人に人気の宿

〈食事処〉かっぱ食堂
TEL:0164-62-1602

えびしおラーメン、えびタコ餃子
〈食事処〉はぼろ温泉 サンセットプラザ
TEL:0164-62-3800

こだわりのイタリアンレストラン
〈食事処〉ラ・フラスカ
TEL:0164-62-5078

麺類やご飯物のランチ

新鮮な海の幸を中心とした自慢の料理

〈食事処〉いわた食堂
TEL:0164-62-1670

〈食事処〉料理旅亭 冨士屋
TEL:0164-62-2078

甘えび丼や海鮮丼
〈食事処〉おろろん食堂
TEL:0164-62-4815★

和食の名店
〈食事処〉食事処
TEL:0164-62-1002

お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板焼き
〈食事処〉お好み亭 さとう
TEL:0164-62-6377

焼肉、
ホルモンなど

鶴

羽幌町
郷土資料館

はぼろバラ園

白亜紀層から出土した1億年前の
化石や、縄文式、オホーツク式土
器、さらに開拓時代を偲ぶ羽幌
ゆかりの品を多数展示。
炭鉱時代の羽幌の隆盛を伝える
石炭や道具等の貴重な資料も展
示。ここで知識を深めた後は町
内に点在する羽幌炭鉱跡地巡り
をしてみるのもおもしろい。
DATA：開館 10:00～16:00
月曜休館（冬期休業）
入館料 210 円（高校生以下無料）
TEL:0164-62-4519★

北海道
海鳥センター
日本唯一の海鳥専門施設。
天売島にいる海鳥の生態や生育状
況についてジオラマや映像・音声
などで学べる。常駐のスタッフは
海鳥の専門家なので、いろいろな
疑問に答えてくれる。
DATA：開館 4月～10月 9:00～17:00
11月～ 3 月 9:00～16:00
月曜休館
祝日の翌日休館、
年末年始休館
入館無料
TEL:0164-69-2080

レトロなお店でコーヒータイム

手作りハンバーグが人気

焼きサンドイッチやパフェで一服

〈焼肉〉焼肉 狸吉
TEL:0164-68-9955

焼肉、
ホルモン、
ジンギスカン

〈とほ宿〉カフェ&イン吉里吉里
TEL:0164-62-3480

〈焼肉〉焼き肉の店
TEL:0164-62-1239

家族連れもOK! 学生連泊割引あり

定食、
カレー、
松尾ジンギスカン

〈ユースホステル〉羽幌遊歩ユースホステル
TEL:0164-62-2146

〈食事処〉レストラン松尾
TEL:0164-62-5185

珍

〈水産加工〉ひのきや鮮魚店
TEL:0164-62-2221

イカの塩辛、ニシン・ホッケの切込み

海鮮食堂直結・鮮度抜群の直売所

〈水産加工〉珍味の店 百留屋
TEL:0164-62-4485

〈水産加工〉北のにしん屋さん
TEL:0164-62-5671

甘エビ水揚げ量日本一・漁協直売所

ぬか鰊、甘エビ加工品他直売

〈水産加工〉産直工房 きたる
TEL:0164-68-7700

〈水産加工〉重原商店
TEL:0164-62-2138

地元の新鮮な甘エビ他
〈水産加工〉山田水産直売所
TEL:0164-62-4815★

おろろん最中、おろろん卵が人気
〈お菓子〉名菓ささや
TEL:0164-62-2360

水産物、水産加工品
〈水産加工〉久一販売部
TEL:0164-62-6291

オススメ銘菓
「黒いダイヤ」
〈お菓子〉梅月
TEL:0164-62-2272

天売・焼尻の頭文字入り銘菓「両天焼」 今も昔も変わらない「たいこ焼き」

ichigo syrup 特製「オロ坊饅頭」 ソフトクリーム＆ハンドメイド雑貨

〈軽食・喫茶〉喫茶ガロ(緬羊工房)
TEL:0164-62-1529

焼肉、
ホルモン、
ジンギスカン

〈水産加工〉蝦名漁業部
TEL:0164-68-7777

〈お菓子〉秋山菓子店
TEL:0164-62-2312

新鮮、
安い、
ボリューム満点

〈食事処〉食事の店いずみ
TEL:0164-62-1539

地元の新鮮な甘エビ・鮮魚

〈焼肉〉東東亭
TEL:0164-62-5255

〈食事処〉北のにしん屋さん
TEL:0164-62-5671

〈軽食・喫茶〉茶据夢
TEL:0164-62-2075

〈お菓子〉イチゴシロップ
TEL:0164-62-3476

生鮮食品・惣菜・お酒
〈買い物〉コープさっぽろはぼろ店
TEL:0164-69-0151
( ハートタウンはぼろ内 )

〈お菓子〉久保田おやき店
TEL:0164-62-3018
〈お菓子〉T I A R A
TEL:080-3238-8276★

生鮮食品・惣菜
〈買い物〉ホクレンショップ
TEL:0164-62-2121

生鮮食品・惣菜

老舗の手造り豆腐店

〈軽食・喫茶〉
ｉｆ(イフ)
TEL:0164-62-1406

〈買い物〉チューオースーパー羽幌店
TEL:0164-62-1369

〈買い物〉金澤こんにゃくとうふ店
TEL:0164-62-1725

パスタやピザなど手作りメニュー

天売・焼尻など地元の特産品

羽幌町の手作りのパン屋さん

オススメはホットサンド!コーヒーと一緒に

〈軽食・喫茶〉カフェ&イン吉里吉里
TEL:0164-62-3480

〈買い物〉ストアーヨーク
TEL:0164-62-3699
( ハートタウンはぼろ内 )

手打ちそばも味わえる
〈軽食・喫茶〉グットマン
TEL:0164-62-3477

100m

DATA：周遊場所（築別坑、羽幌本坑、上羽幌坑）
お一人様 2時間 13,560 円
※１台につき1～4 名
（事前予約）
お問い合せ：沿岸ハイヤー TEL:0164-62-1551

産 な
お土羽幌えび篭船「第51高砂丸」
の直営店

処 など
食事
など
喫茶

ジンギスカン、鉄板焼き
お酒を飲んだ後のラーメンはここで

1.6km

い物
お買
ど
どな

はぼろえびしおラーメン

ーに
フェリ て
し
船
乗
GO!
離島へ

☆炭坑跡周遊ツアー（ガイド付）

お問い合せは
沿岸バス本社 TEL:0164-62-1550/ 羽幌沿海フェリー TEL:0164-62-1774

© 羽幌沿岸バス株式会社

羽幌鮨処 なか川

麺類

羽幌町観光協会

萌えっ子フリーきっぷ

きたるで
おつまみを
買ってみる。

100m

見る

萌えキャラは
萌えっ子缶バッ
ジにもなってい
る。おみやげ
にどうぞ。

萌えっ子フリーきっぷは１日券、
２日券、
ワイド
２日券の３種類から。沿岸バスの指定路
線（増毛町～豊富町）が乗り放題となる他
フェリーの運賃が 1 割引等の特典もある。

海鳥センターで
鳥の鳴き声を
真似してみる。

100m

1.4km

羽幌町の甘えび漁獲量は日本一 !!
他にもホタテ、タコ、ウニなどの豊富な海産物、
グリーンアスパラや長いもなどの農産物も生産。
えびやタコを使ったご当地メニューを提供する
お店もあるので食べ歩きもいいかも♪
天売島＆焼尻島をつなぐフェリーも運航。

はぼろバラ園で ビオトープって何？
北方種を探してみる。 確かめてみる。

or

マイカーもいいけどバスに揺ら
れてのんびり旅もいいかも。
留萌管内の旅は沿岸バスがオス
スメ。旅の前に『萌えっこフリー
キップ』をゲットしよう !!

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2018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

はぼろ温泉
サンセットプラザで
温泉に入ってみる。

郷土資料館で
炭坑時代の話を
聞いてみる。

甘えび丼か
エビたこ餃子で
迷ってみる。

お得で便利♪ 萌えっ子フリーきっぷ

つぎはフェリーに乗って
天売島 + 焼尻島へ
行ってみよ。

オロロンまっぷ
さんぽ道シリーズ

羽幌
さんぽ

羽幌甘えびめぐり

〈パン〉タチハラベーカリー
TEL:0164-62-5353

羽幌漁港近くのお酒屋さん
〈お酒〉木村酒店
TEL:0164-62-1936

〈お花〉キューピット麦わら
TEL:0164-62-5087

ぶ
あそ浮島あり 南国風ビーチ
はぼろサンセットビーチ
TEL:0164-62-5080（7月～8月）★
TEL:0164-68-7007

コースは3つ スノーパークあり

羽幌町営スキー場びゅー
TEL:0164-62-6800

ナイター完備 18ホール

羽幌パークゴルフ場
TEL:0164-62-5880★

体験
羊毛クラフト作り
喫茶店で糸紡ぎ体験と
ミニサフォーク作り体験（要予約）
お問い合せ 喫茶ガロ
TEL:0164-62-1529

り
日帰

はぼろ温泉
温泉
サンセットプラザ
大人500円、子供280円、幼児無料
時間 :10:00 ～ 22:30（受付22:00）
TEL:0164-62-3800

プ
ン
ャ
キ はぼろサンセットビーチ
キャンプ無料、駐車場無料、
マリンスポーツ遊具無料
毎年7月
「はぼろ花火大会」開催
TEL:0164-62-5080（7月～8月）★
TEL:0164-68-7007

朝日公園キャンプ場
キャンプ無料、駐車場無料
TEL:0164-68-7007★

