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豊富北IC 豊富北ICから
車で約30分

めずらしい植物や動物に

であったり。

圧倒的な自然に感動したり。

ゆったりと流れる時間も、

島ならではの魅力。

車に乗って、自由に楽しみ

ましょう。

登ってよし、眺めてよしの利尻山や、最北端の
スコトン岬、めずらしい高山植物など、特有の
自然を堪能。おさえるべき、利尻・礼文の魅力を
ご紹介。

利尻山は、「利尻富士」とも呼ばれる美しさを誇る標高1,721ｍの
日本最北端の山。島全体が利尻山であり、春から夏にかけて
島のあちこちに固有種の花々が咲く。中級登山を楽しむなら、鴛
泊コース。3合目付近に日本名水百選のひとつ「甘露泉水」が湧
き出している。昨今浸食が進んで登山道が崩れやすくなっている
ので、登山をする際は、ルールをよく守って安全に。
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車で渡って、
のんびり遊ぼう 利尻・礼文

島全体が利尻山。

利尻山

姫沼

人気の絶景スポット澄海岬を堪能したら、立ち寄りた
いのが入り口売店。「たこザンギ」が食べられるほか、
「あぶりホタテ」、「うにたこピラフ」なども提供している。

「たこザンギ」が食べられる、澄海岬 売店。

5月初旬から9月頃、島中に咲く約50種
類、2万本もの高山植物を楽しめるのが
この植物園だ。運がよければ8月中
旬までは貴重なレブンアツモリソウ
（無菌培養）も見ることができる。

姫沼は1917年に湧水をせきとめてつくられた人造湖。晴
れた日、風がなく水面が穏やかな場合は、逆さ利尻富士を
見ることができる。比較的早朝の時間帯が狙いめ。駐車
場までは山道のため、車で訪れたい。

風のない晴れた日は、
姫沼で逆さ利尻富士。

利尻島南部にある周囲約
1.1kmの沼。ここから眺める
利尻山の景色はじつに抜群で、
近くの沼浦展望台からの
アングルが北海道銘菓の
パッケージイラストに採用さ
れたほど。天気がいいと逆さ
利尻富士を見ることもできる。

利尻島最大のオタトマリ沼。

オタトマリ沼

礼文町高山植物園
●場所／礼文町船泊村 ●時間／5月～9月 9：00～16：30
●休園日／5月～8月は無休、9月は日曜 
●入園料／大人310円、子ども160円 
●駐車場／有 ●TEL／0163-87-2941
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/hana/place/n048.html

澄海岬 売店
●場所／礼文町大字船泊村 ●時間／5月～10月 
8：00～17：00 ●定休日／なし ●駐車場／有

地元で捕れた新鮮な海産物を加工販売。天然利尻昆布、
ウニ、ホッケ、昆布ラーメンなど豊富に並ぶ。地方発送も。

地元の海産物が豊富な、
漁協の直売所。

利尻漁業協同組合 仙法志支所 直売店
●場所／利尻町仙法志字政泊187
●時間／5月～10月 8：00～17：00
●定休日／なし ●駐車場／有 ●TEL／0163-85-1580

利尻島・礼文島へのアクセス

稚内港フェリーターミナル

利尻島 A

礼文島 G

礼文島 F

スコトン岬で、サハリンを望む。礼文島 E

利尻島 B 利尻島 D

利尻島 C

島に咲く約50種の高山植物が集結。

礼文町
高山植物園

礼文島 利尻島

澄海岬

利尻・礼文MAP
利尻漁業協同組合
仙法志支所 直売店

スコトン岬

Enjoy o
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●場所／稚内市開運2丁目7-1 
●料金（大人片道）／稚内-利尻島2,550円～、
稚内-礼文島2,850円～、利尻島-礼文島920円～
●自動車航送（片道）／稚内-利尻島12,830円～、
稚内-礼文島14,450円～、利尻島-礼文島4,710円～
●駐車場／有約90台（1泊2日2,000円） 
●TEL／0162-23-3780
●ハートランドフェリー
http://www.heartlandferry.jp/

スコトン岬スコトン岬礼文島 E

礼文島最北端のスコトン岬は、正面に無人のトド島を、そして晴れ
た日には遠くにサハリンを望むことができる絶景ポイント。海に沈
むダイナミックな夕日も必見。岬の強風にはご用心。
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ダイナミックな断崖にぐるりと囲まれた海鳥の
パラダイス天売島。のんびりとした牧草地と
原生林が広がる焼尻島。この対照的な印
象が、2つの島の魅力。

天売・焼尻
透明度の高い海に囲まれた、手つかずの自
然を満喫できるのが奥尻島。そして、とびき
り新鮮な海の幸の宝庫。食いしん坊にとっ
ては、グルメな旅になる。

奥尻

やじりの形をした海
抜48mの垂直岩。周
辺の展望台からは、
巣をつくるウトウ、営
巣中のウミネコなど、
海鳥観測ができる。
5～7月は鳥たちの子
育ての時期なので、要
チェック。

最西端の赤岩は
島のシンボル。

百数十mの断崖絶壁から、日本海をぐるりと見渡す観音
岬展望台は、灯台のある風景や夕景の美しさでも有名な
スポット。夕暮れどきにはウミネコが一斉に戻ってくる。

日本海を一望する
観音岬展望台。

日本海の激しい季節風や雪の重みで枝を横に広げるように
成長したといわれるオンコ（イチイ）の森。1本の木は直径
約10m、高さは1mという不思議な姿。オンコの荘から続く
原生林では、野鳥の鳴き声や木漏れ日に癒される。

“地を這う森”オンコの荘。

島の西南部の岬に広がる草
原。目の前には約3.5km離れ
た天売島、東には天塩山系が
連なり、遠くには利尻山が水
平線に浮かぶ。

目の前に天売島を望む、
鷹の巣園地。

鷹の巣園地

鍋釣岩
うにまるモニュメント

叶寿司

炭火で焼く活ウニが評判の
お店。ほかにも多彩な海の
幸の炭火焼きが楽しめる。

活きたウニを
炭火で焼いて食す。

炭火海鮮 番屋
●場所／羽幌町大字天売弁天
●期間／4月下旬～9月末 ※時間は要確認
●定休日／不定休 ●駐車場／有 ●TEL／01648-3-5714

地元の新鮮な海の
幸を存分に楽しめ
る寿司店。甘みたっ
ぷりで濃厚なウニは
もちろん、中トロ、
ホッキ、カニなど、ど
れを食べても絶品。
価格もリーズナブル
なのがうれしい。

島のいちばんの人気店、叶寿司。

叶寿司
●場所／奥尻町字奥尻766
●時間／11：00～14：00（夏期のみ）、17：00～23：00（通年）
●定休日／不定休 ●TEL／01397-2-3340留萌IC 留萌ICから車で約1時間

天売島・焼尻島へのアクセス

羽幌港フェリーターミナル

鍋の弦の形に似ていることからその名がついた、奥尻島の
シンボルである鍋釣岩。自然に形成されたもので、高さは
19.5m。頂上にはヒロハノヘビノボラズという木が生えてい
て、小さな花と赤い実をつける。

ドーナツ型の
ユニークな鍋釣岩。

島の自然や暮らしに触れるなら、モデルコースをゆっくりと
散歩する、フットパスがおすすめ。現在、「青苗岬めぐりコース」、
「奥尻の森と街コース」、「芸術と温泉の癒しコース」の
3コースが設けられている。
http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001457.html

島をゆっくり歩こう。奥尻島フットパス。

奥尻を代表する海の幸・キタ
ムラサキウニをかたどったモ
ニュメント。120本ある棘が特
徴的。フェリーターミナルから
2kmほどの赤石地区高台に
あるうにまる公園に設置され
ている。夜間はライトアップも。

キタムラサキウニが
モチーフのうにまる
モニュメント。

落部IC 落部ICから車で約1時間20分

奥尻島へのアクセス

江差港フェリーターミナル

赤岩展望台

オンコの荘観音岬展望台
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天売島 A

天売島 B

天売島 C

焼尻島 D

焼尻島 E

奥尻島 A

奥尻島 B

奥尻島 C

天売島

焼尻島

天売・焼尻MAP 奥尻MAP

しょう

きょうすし

炭火海鮮 番屋

●場所／羽幌町港町1丁目51 ●料金（大人片道、7・8月）
／羽幌-焼尻島1,730円～、羽幌-天売島2,520円～、焼尻
島-天売島790円～ ●自動車航送（片道）／羽幌-焼尻島
5,980円～、羽幌-天売島8,760円～、焼尻島-天売島
2,780円～ ●駐車場／有約140台、身障者用4台 
●TEL／0164-62-1774 
●羽幌沿海フェリー http://www.haboro-enkai.com/

●場所／江差町江差港北埠頭 ●料金（大人片道）／
江差-奥尻島2,910円～ ●自動車航送（片道）／江差-
奥尻島14,760円～ ●駐車場／有約50台 
●TEL／0139-52-1066 
●ハートランドフェリー http://www.heartlandferry.jp/

Enjoy o
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