
潮風を感じながら、道の駅巡りを楽しむコースです。
潮風グランドスラム

11

22

33

44

55

SPRING
EARLY SUMMER

春・初夏HPはコチラ

1 日目
Day1 Schedule

札幌発9:00

12:00

13:00

13:40

1

2

3

14:00 4

14:40 5

15:20 6 66

留萌地域の情報を発信する地として、様々なイベン
トを季節ごとに開催。特産品の販売もあるのでお土
産もチェック！

留萌 道の駅 るもい
住　所 留萌市船場町

2丁目114
0164-43-1501TEL

道の駅 るもい
留 萌

小平町の新しいランドマーク。小平の特産品の販売
や日本海の美味しい海の幸が楽しめる食堂が人気
です。

小平 道の駅 おびら鰊番屋

住　所 小平町字鬼鹿広富

0164-56-1828TEL

道の駅
おびら鰊番屋

小 平

住　所 苫前郡苫前町
字苫前119-1
0164-64-2810TEL

道の駅
とままえ温泉ふわっと

苫 前

天然温泉がある道の駅。露天風呂や足湯からは、日
本海に浮かぶ天売島・焼尻島が一望できます。

苫前 道の駅 とままえ温泉ふわっと

道の駅 ほっと♡はぼろ

住　所 苫前郡羽幌町
北3条1丁目29番地
0164-62-3800TEL

道の駅 ほっと♡はぼろ
羽 幌

オロロンラインの中継点にある道の駅です。観光情
報の発信と地元の特産品である甘海老や数々のお
土産品が揃った売店があります。

羽幌

初山別
道の駅 ロマン街道しょさんべつ
天文台がある岬台公園がそのまま道の駅となった
観光スポット。アクティビティも充実しており、家族
や友人同士で楽しめます。

住　所 苫前郡初山別村豊岬

0164-67-2525TEL

道の駅
ロマン街道しょさんべつ

初山別

道の駅 えんべつ富士見
遠 別

住　所 天塩郡遠別町
富士見46-1
01632-9-7555TEL

遠別
遠別観光の情報発信の拠点です。道の駅の前には
日本海が広がり、晴れた日には利尻富士を望むこと
もできます。

道の駅 えんべつ富士見



2 日目
Day2 Schedule

77

88

99

1010

1111

利尻富士が彼方に見える、レンガを基調に作られた
道の駅です。天塩の特産品であるしじみを使った
ラーメンやカレーを味わうことができます。

日本のてっぺんに位置しているのが、稚内市の「宗谷
岬」。先端には「日本最北端の地の碑」の記念碑があ
ります。

道の駅 てしお天塩

宗谷岬

16:00

18:00

9:40

ホテル発9:00

稚内市内泊19:00

10:50

11:40

7

夕陽の美しい景勝地として知られるノシャップ岬。眼
前には秀峰「利尻山」と花の浮島「礼文島」、サハリン
の島影をも一望することができます。

ノシャップ岬 夕景稚内

稚内

8

9

10

11

枝幸
道の駅 マリーンアイランド岡島

12:30 12

大きな船の形をした道の駅で、枝幸で獲れた新鮮な
海産物を味わうレストランや売店もあります。隣接し
た砂浜でレジャーを楽しむこともできます。

1212

住　所 天塩郡天塩町
新開通4-7227-2
01632-9-2155TEL

道の駅 てしお
天 塩

住　所 枝幸郡枝幸町岡島
1978番地13

0163-62-2860TEL

道の駅
マリーンアイランド岡島

枝 幸

住　所 稚内市ノシャップ２丁目

0162-23-6161TEL

ノシャップ岬
稚 内

住　所 稚内市宗谷岬

0162-23-6161TEL

宗谷岬
稚 内

住　所 宗谷郡猿払村
字浜鬼志別241-7
01635-2-2311TEL

道の駅 さるふつ公園
猿 払

猿払村村営牧場の一角にある公園。目の前のオホー
ツク海と後方の牧草地を望むことができ、名産品で
あるホタテを食べられるレストランも敷地内にありま
す。

猿払 道の駅 さるふつ公園

住　所 枝幸郡浜頓別町
中央北21番地1
01634-8-7887TEL

道の駅
北オホーツクはまとんべつ

浜頓別

新しくオープンした地域住民にも観光客にも利用し
やすい道の駅。特産品の販売の他、カフェスペースや
イベントスペースもあります。

浜頓別
道の駅 北オホーツクはまとんべつ



3 日目
Day3 Schedule

1313

1414

1515

1616

1717

雄武町市街地にまちのシンボルとして建つ道の駅。
オホーツク海の日の出や流氷を眺めることができる
スカイキャビンがあります。

天然温泉施設が複合されている道の駅。地元近海
で獲れる新鮮な魚介類が味わえるレストランも併設
されています。

道の駅 おうむ雄武

白滝 道の駅 しらたき

上湧別
道の駅 かみゆうべつ温泉
チューリップの湯

14:20

15:00

9:40
紋別発9:00

紋別市内泊16:00

10:10

11:10

13

14

15

16

17
オホーツク海の玄関口として位置する道の駅。北海
道ならではの鹿肉を使ったボリューム満点の丼料
理を味わうことができます。

砂川 
砂川ハイウェイオアシス館

13:00 18

札幌着15:00

高速道路からも一般道路からもアクセスができる道
の駅。地元食材を使用したレストランやお土産に合
うお菓子・北海道グルメを購入することができます。

1818

住　所 紋別郡雄武町
字オウム1885番地14
0158-84-2403TEL

道の駅 おうむ
雄 武

01586-4-1126TEL

住　所 紋別郡湧別町中湧別
中町3020-1

道の駅 かみゆうべつ温泉
チューリップの湯

上湧別

住　所 紋別郡遠軽町奥白滝

0158-48-2175TEL

道の駅 しらたき
白 滝

住　所 砂川市北光336番地7

0125-53-2460TEL

砂川
ハイウェイオアシス館

砂 川

興部
広い公園のジョイパークと、廃線となった名寄本線
の歴史を展示した複合施設、アニューの２つの施
設が道の駅となっています。

住　所 紋別郡興部町幸町

0158-82-2385TEL

道の駅 おこっぺ
興 部道の駅 おこっぺ

地元食材を使った食事や特産品の販売、疲労回復
効果が高い足湯などもあり、旅の疲れを癒やすこと
ができるほか、ツリートレッキングやバンジートラン
ポリンなどの豊富なアクティビティがあり、更に隣接
しているえんがるロックバレースキー場では春～秋
でもスキーを楽しめる「サマーゲレンデ」を体験する
ことができます。

遠軽 道の駅 遠軽森のオホーツク

住　所 紋別郡遠軽町
野上150番地1
0158-42-4536TEL

道の駅
遠軽森のオホーツク

遠 軽


