
とんがりロードの観光スポット、体験プログラム、イベント情報は公式WEBでチェック！

襟裳岬を頂点とした逆三角地帯・北海道「とんがりロード」エリアの総合観光情報サイト

HOKKAIDO とんがりロードをめぐる旅

https://www.tongari-road.com/

発行　えりも岬とんがりロード観光協議会
事務局：一般社団法人 浦河観光協会 〒057-0013 北海道浦河郡浦河町大通2丁目27　TEL.0146-22-3200

とんがりロードは、北海道の襟裳岬（えりも町）を頂点として東に広尾町、西に様似町と浦河町が
連なる三角地帯です。日高山脈の山並み、黄金道路周辺の海岸線、アポイ岳ジオパーク周辺の３つ
で構成される、日本一広い「日高山脈襟裳国定公園」（国立公園化を予定）の中核でもあります。

札幌市、苫小牧市、帯広市などの近郊都市または新千歳空港、とかち
帯広空港の各レンタカー会社をご利用ください。とんがりロードエリ
ア内で利用するレンタカーについては、（一社）浦河観光協会にお問
合わせください。

北海道
とんがりロードを
めぐる旅

静内駅前

浦河ターミナル

浦河ターミナル

静内駅前

※高速えりも号、ひろおサンタ号は1日1往復の運行です。

お問い合わせ
［ジェイ・アール北海道バス］
　札幌営業所　Tel.011-241-3771
　様似営業所　Tel.0146-36-3432

［道南バス］
　札幌営業所　Tel.011-865-5511
　静内営業所　Tel.0146-42-1231

［十勝バス］
　帯広本社　　Tel.0155-37-6500
　広尾待合所　Tel.01558-2-2003



北海道　とんがりロードをめぐる旅

とんがりロードの宿泊施設情報



●問い合わせ先／
　ファームイン望風林（広尾町）　Tel.090-9524-3044
　短角王国 高橋ファーム（えりも町）　Tel.01466-3-1129

見て、ふれて、味わう！酪農体験

日高沖は魚種が豊富でうまい魚が多い土地です。魚、
貝、イカ、エビ、カニ、ウニなど、その季節によっ
て異なる旬の具材を捌いた後は、好きなものを乗っ
けた海鮮丼でランチタイム。この道50年、トークも
愉快な魚屋の親父と一緒に楽しむ美味しいクッキン
グ体験です。

北海道のいちごの旬は夏！

うらかわ・小原農園で
いちご狩り体験

●問い合わせ先　※２日前までに要事前予約
　／小原農園（浦河町野深288）　Tel.0146-27-4425

爽やかな風味が特徴の夏いちご「すずあかね」の収
穫を体験しよう！摘みたてのすずあかねは、口いっ
ぱいに甘酸っぱい味わいが広がり、幸せな気分に包
まれること間違いなし！いちご狩りの後には、はち
みつ入りが珍しいいちごシャーベットも味わえます。

仔

一斉に咲き誇る花々、のどかな牧歌的風景
やわらかな日差しの下、心和むひとときを

放牧場でくつろぐ競走馬と5月上旬に花をつけるエゾヤマザクラ

E.シーサイドパーク広尾内に咲くオオバナノ

エンレイソウは、５月上旬から6月中旬が見

頃。国内で最大規模の群生地【広尾町】　F.高

山植物の宝庫といわれるアポイ岳の国有種・

ヒダカソウ【様似町】　G.早春、残雪のアポイ

岳に咲くことからその名が付いた、サマニユ

キワリ【様似町】　H.アポイ岳に咲くアポイタ

チツボスミレ。ハート型の葉が愛らしい【様似

町】　I.北国に咲くカタクリの花は大きく色が

濃い

A.約３㎞にわたって1,000本を超えるエゾ

ヤマザクラが道路の立側に立ち並ぶ優駿さ

くらロード【浦河町】　B.牧場が集まるエリ

アでは、道路沿いに放牧地が広がり放牧さ

れた乳牛が眺められる【広尾町】　C.高橋

ファームでしか見られない、えりも短角牛

（和牛の一種）の放牧風景【えりも町】　D.高

山植物や太平洋が広がる山頂からの眺望が

登山客に人気のアポイ岳【様似町】

４月～11月

４月～11月



●問い合わせ先／襟裳岬　風の館（えりも町字東洋366-3）
　Tel.01466-3-1133

とんがりロード一帯は、海洋性気候のため夏でも涼しく、過ごしやすいのが特徴。屋外のレジャーも
爽快な気分で楽しめます。思い切り体を動かした後は、夏の味覚に舌鼓。イカ釣り船の船団や海面か
ら打ち上がる水中花火など、この時期にしか見られない港の風景も必見です。

【えりも町・浦河町・様似町・広尾町】

C.うらかわ優駿ビレッジAERUでは、広大な草地や

丘、川を行くホーストレッキングができる【浦河町】

D.冷涼な気候が育てる夏いちご「すずあかね」【浦河

町・様似町】　E.2015年に生産量日本一に輝いた「す

ずあかね」の花【浦河町・様似町】　F.沖から岸まで弱

まることなく波が打ち寄せる、とサーファーから高

い評価を集めるフンベ海岸【広尾町】　G.十勝港海

上花火大会（８月初旬開催）のフィナーレでは、水中

花火をはじめ約6,000発の花火が夜空と海面を彩る

【広尾町】　H.夕方になると50隻を超えるイカ釣り

船が浦河沖に集結【浦河町】　I.８月から10月にかけ

て旬を迎えるスルメイカ。活きの良さを味わうなら

刺身がおすすめ

昆布漁船で景勝地「襟裳岬」を巡る

うらかわ・小原農園で

地元漁師の昆布漁船で襟裳岬周辺の海をクルージン
グ。船上から望む襟裳岬や日高山脈は圧巻。
岩礁に群れを成すゼニガタアザラシ、昆布の生育な
ど、大自然を間近に満喫できます。
陸上では体験できない魅力が盛り沢山。

コンブボートクルーズ

●問い合わせ先／コンブボートクルーズ事務局
　Tel.090-5228-0111（不定休）※要事前予約
　５月～10月　午前８時～午後４時
　11月～４月　午前９時～午後２時

Museam

日本屈指の強風地帯！
えりもの風をリアル体験

襟裳岬　風の館
３月～11月

襟裳岬は風速10ｍ/ｓ以上の風の吹く日が、年間
260日以上もある強風地帯で「風極の地」と呼ば
れています。襟裳岬に建つ「風の館」では風に係
る様々な体験、見学が楽しめます。ガラス張りの
展望席からは望遠鏡を使ってゼニガタアザラシを
室内から観察することができます。屋外で風が吹
いていなくても館内で風速25ｍ/ｓを体感できる
「えりも風体験」は一番人気のコーナーです。
　[開館時間]　9:00～17:00（5月～8月は18:00まで）
　[休 館 日]　12月･1月･2月は冬季休館
　[入 場 料]　大人300円　小人200円



４月～11月

かんらん岩って、何？
アポイ岳ジオパークをもっと知ろう！

アポイ岳ジオパーク ビジターセンター

●問い合わせ先／アポイ岳ジオパーク ビジターセンター
  （様似町字平宇479番地7）Tel.0146-36-3601

とんがりロードエリアが世界に誇る、日高山脈襟裳国定

公園（国立公園化予定）やアポイ岳ジオパークは秋になる

と、木々が赤や黄、オレンジに色づき紅葉狩りの名所と

なります。紅葉の楽しみ方は登山・トレッキング、ドライ

ブ、遊覧飛行などさまざま。冬に備え、たくましく生きる

動物たちに出会えば、生命の神秘を感じられるでしょう。

乗馬体験（ホーストレッキング）

馬を愛し、乗馬の豊富な知識を持ったインストラク
ターが、ここでしか味わえないトレッキングコース
を親切に案内してくれます。初心者から上級者まで、
まるで映画の１シーンのようなコースや大自然の絶
景を眺望できるコースなど様々な体験が出来ます。
アエル宿泊がセットになった３泊４日の短期集中
レッスンも人気です。

D.10月下旬に紅葉の見頃を迎える幌満峡。絶景を

眺めながらトレッキングを楽しむ人も【様似町】

E.定置網漁で獲ったサケを水揚げする光景は、秋の

風物詩　F.９月から10月にかけて、川では産卵期

を迎えたサケが上流を目指して遡上する様子を見

られる　G.日高山脈襟裳国定公園内にあるハート

型の湖・豊似湖【えりも町】　H.豊似湖は１周30分

ほど。紅葉時期は一味違う幻想的な景色が望める

【えりも町】

Visitor Center

アポイ岳ジオパーク ビジターセンターは、様似町
の地形・地質、自然、歴史・文化・産業に関する展
示や映像、解説を通して、アポイ岳ジオパークをよ
り楽しむために必要な情報の提供を行う拠点施設で
す。より楽しく、より安全にアポイ岳登山をしてい
ただくための情報提供やアポイ山麓ファミリーパー
クキャンプ場の受付も行っています。
　[開館時間]　9:00～17:00　
　[休 館 日]　12月･1月･2月･3月は冬季休館
　[入 場 料]　無料

●問い合わせ先／うらかわ優駿ビレッジ AERU
  （浦河町字西舎141番地40）Tel.0146-28-2111



大丸山森林公園では10月下旬からクリスマスシーズンをサンタランドイルミネーションで彩る【広尾町】

●問い合わせ先／（一社）浦河観光協会

11月に入ると国の天然記念物オオワシとオジロワ
シの姿が、浦河町周辺に多く見られるようになり
ます。圧倒的にオオワシが多いのが、このエリアの
特徴の一つです。例年12月中旬に飛来のピークを
迎え、年を越すと少し減るものの３月まで残るワ
シもいるようです。

オオワシ・オジロワシウォッチング

早朝（日の出～）スタートのプログラムです。ツ
アーのスタート前に、ワシ（オオワシ、オジロワ
シ等）の生態や観察についての注意事項、観察に
必要な用具類の使い方などのレクチャーを受け、
現地に向かいます。フィールドスコープを使って
の観察や撮影が楽しめます。

1日目、雪上トレッキングの後夕食では、毛ガニなどの
海の幸を楽しみます。2日目は、澄み切った空気の中、
動物の痕跡を観察しながらアポイ岳を登ります。山頂
付近からは、白銀の世界を眺められます。専門の登山
ガイドが同行、案内するプログラムです。

冬は鳥や動物を見つけるチャンスが多い。かわいい動物たちに出会えるかも。



この地で生まれた日本の競馬史上

初の五冠馬、シンザンをたたえる

馬産地浦河ならではの「馬」にこだ

わったイベント。馬車に乗って新

郎新婦が入場する「馬上結婚式」や

JRA の施設見学バスツアーにも

参加できます。

下

■問い合わせ先／浦河町産業課 Tel.0146-26-9016

と楽しめます。一年を通して味わうことができます。

花火大会、特産の魚介類を販売する収穫祭などイベント盛りだくさんな、
とんがりロード。初めて訪れる方にも知って楽しんでもらいたい、地域の
歴史や食文化を感じられるイベントを中心に７つを選びました。 地元の
人々と交流すると、旅の思い出はさらに深いものになるはずです。
（開花や、漁模様によって、イベント開催時期が変更になる場合があります）
 ※感染症等の影響によりイベント中止の場合があります。お出かけ前にご確認ください。

大人も子どもも食
べて美味しい！

見て楽
しい！

約１万2000本のエゾヤマツツジが咲き誇る

広尾つつじまつり 【広尾町】

■問い合わせ先／広尾つつじまつり実行委員会 Tel.01558-2-0177

鹿の豊猟を祈り大火を焚いたとさ

れるアポイ岳の伝説に由来したお

祭り。アポイ山麓での厳粛な採火

式から始まり、岬には火文字が灯

され、会場ではアポイ太鼓や花火

大会、歌謡ショーなどのイベント

で盛り上がります。

５月中旬から６月上旬にかけて花を

咲かせるつつじ、大丸山森林公園で

は約１万2000株のエゾヤマツツジ

が開花の時期を迎えます。そんな美

しい風景の中、アイディア満載のプ

ログラムで楽しい一日を過ごすこと

ができます。また炭焼きコーナーな

どグルメイベントも盛りだくさん。

広尾の山海の幸や各種特産品を思う

存分に味わえます。



本エリアでは前浜で漁が行われているため、夕方に水揚げされたば
かりのイカの刺身を、居酒屋や寿司店で食べることができます。と
びきり新鮮なので、身は透明、コリコリとした食感を楽しめます。
甘いキモとわさびと昆布醤油や醤油に一味唐辛子で食べるのが地元
の人たちのおすすめの食べ方です。例年８月～10月の楽しみです。

おやき
約半世紀にわたり、地元の方の
みならず観光客にも大人気の特
製「おやき」。どら焼きに似た
形が特徴で、皮はふっくらして、
モチモチ。十勝産の小豆を使用
したあんこは甘すぎず、飽きな
い美味しさ。出来たて熱々を食
べるもよし、持ち帰って温め直
して食べるもよしの、とんがり
自慢のおふくろの味。

いちごスムージー

春うに丼

海鮮丼

たこまんまのかまぼこ

かつめし

イカの刺身

牛肉料理

真ツブの刺身

日高昆布
つけ麺

「タコマンマ」とはタコの卵のことで、その形が米粒に似て
いることに由来します。使っているのは様似産  「ヤナギダ
コ」の卵で、塩、砂糖、秘伝のタレで味付けをしニンジン、三
つ葉を飾り、 15 分ほど蒸しあげます。 つやつや、 ふっくら
の食感に潮の香が漂う独特の風味がGOOD。

とんがりロードでは「えりも短角牛」「浦河産和牛」といったブラ
ンド牛が育てられており、地域の飲食店で焼肉や柳川鍋を気軽に楽
しむことができます。酪農王国・十勝の南端、広尾町の菊地ファー
ムで提供している、搾乳を終えた乳肉兼用種のブラウンスイス種を
使用したハンバーガーやロコモコ丼も絶品です。

浦河町がほこるソウルフード『かつめし』。
特製の甘じょっぱい和風たれを身にまとっ
たトンカツを豪快にアツアツの白いご飯に
のせた逸品。浦河町内の飲食店では各々
バラエティーに富んだ他の地域では味わえ
ない『浦河かつめし』を食べることができ
ます。
※画像はかつめし（大盛）です。

北海道で最も大きいとんがりロード
の真つぶ。日高の沿岸でしか見られ
ませんが、一年を通じて獲ることが
でき、なかでも様似～えりもで多く
捕獲されます。刺身は身の締まりも
良く、コリコリとした食感で噛みし
めると旨味が口の中に広がり、鮨ネ
タとしても絶品。水槽から出してす
ぐに食べられる店舗もあり、新鮮な
真ツブを味わえます。

ウニを本エリアで味わうなら、春（３～６月末）に獲れるも
のがおすすめです。産卵前の最も身が詰まっているバフンウ
ニが味わえます。「日高昆布」を食べて育ったウニは甘みが
濃い良品揃い。漁は素潜りで行うため、引き潮で天候と海の
状況が良い時にしか獲れない貴重品です。

本エリアの浦河町と様似町では、夏いちご  「すずあかね」 を
生産しており、2015年には夏いちご生産量日本一になりまし
た。エリア内のカフェや居酒屋、パン屋などで、イチゴパフェ
やスムージー、アイスクリーム、ジェラートを食べることがで
きます（季節限定）。爽やかな甘さで人気を集めています。

ソフトクリーム
広尾町は農業と言えば酪農と言う位酪農業が盛んです。菊地
ファームカフェでは、自前の牧場で搾った新鮮な生乳を原料
にアイスを作っています。生乳本来の甘みや草の香りといっ
た風味を感じることができる、地元ならではのグルメです。

、地元ならではのグルメです。

 　瓢六（えりも町） 海鮮丼はとんがりロードエリア内の飲食店で提供しています。

マルサン工藤商店（様似町） ぱんぱかぱん（浦河町）

 とんがりロードエリア内の飲食店で提供しています。

Kikuchi Farm Cafe（広尾町）

大衆割烹  かど天（浦河町）

ラーメンまさご（浦河町）

浦河町内の飲食店で提供しています。

Kikuchi Farm Cafe（広尾町）

中村おやき店（様似町）

女郎花（様似町）

世界屈指の漁場に面している。漁師の技と手間によって高品質な昆布がある。

ミネラル分を含んだ牧草を食む幸せな牛とそれを見守る和牛農家や酪農家がいる。

安全でおいしい米や野菜、果物を丹精する農家もいる。

それらを活かす料理人がいる特別なエリアです。

広尾しおサイダー
広尾町の眼前に広がる太平洋から澄んだ海水を取水、濾過（ろ
か）して煎熬（せんごう）した、ミネラルを多く含んだ自家
精製塩を使用したサイダーが「広尾しおサイダー」です。
強めの炭酸がシュワシュワと爽やかで、懐かしく優しい甘味
の後にほんのり塩味が『海』を感じさせてくれます。



さーたちゃん
＜広尾町＞

仔

ウインディーくん
＜えりも町＞

えりも町には日高山脈襟裳国定公園の中核を成す襟裳
岬があります。沖合 7㎞まで岩礁が連なり、風が強い
ことやゼニガタアザラシの生息地としてもでも有名で
す。そして、新たな景勝地として、豊似湖をお勧めし
ています。上空から見るとハートの形に見えることか
ら、「ハートレイク」の愛称もあります。

４つのモデルルートは、「えりも岬とんがりロード観光協議会」が作成しました。
２泊３日で本エリアをゆったり滞在して頂くために、
宿泊施設から約５０キロ圏内を訪ねる旅の提案です。

コンブボートクルーズ
昆布漁船で襟裳岬を周遊。壮大な大地、大海原、ゼニガタアザ
ラシ、昆布の生育など、海上から大自然を観賞できます。

えりも町郷土資料館
主産業であるコンブ漁や昆布の生態、町内の自然、歴史、文化
について紹介している施設。遺跡・埋蔵文化財など多くのもの
が展示されています。



ホテル

ジオパークぶらり街あるき
稜線が美しいアポイ岳や、海に浮かぶいくつもの奇岩。風光明
媚な景色を望みながら、大地の成り立ちとそこに暮らす人々の
暮らしを感じられます。陸繋島のエンルム岬からは、天気がよ
ければえりも岬も望めます。

うららん
＜浦河町＞

アポイちゃん
＜様似町＞

馬のまち・浦河町では、馬の出産シーズンが春を告げ、あちこちの牧

場でかわいらしい仔馬の姿を見ることができます。エゾヤマザクラの

名所では可憐な花が咲き、味覚は道内でいち早く旬となる春ウニがお

すすめ。長く厳しい冬を終え、訪れた浦河の春には楽しみがいっぱい

詰まっています。五感を使って満喫しましょう。

【宿泊先 :ホテルアポイ山荘】

【宿泊先 :ホテルアポイ山荘】

ホテル



※宿泊料金は季節により変動しますので、直接宿泊施設にお問い合わせください。
※掲載しているのは全宿泊施設の一部です。詳細は『とんがりロードをめぐる旅』WEBサイトをご覧ください。

https://www.bouhurin.com/

https://www.kameyaryokan.com/

https://cliffhouseyanagidainn.com/

https://www.jaran.net/yad371338/

http://www.erimotankaku.jp/farminn.html

○ゲームコーナーあり　○無線LAN接続可能　○テレワークスペース有

地元住民が認める海鮮を堪能

ホテル プラザ味寿 （々みすず）

https://primenet2010.biz/hotel-taihou/

○総部屋数：19室（59名）／洋室12室（うち1室はバリアフリー対応）、和
室7室　○露天風呂　○パーキング：あり（無料）　○言語：英語（簡単な対応
のみ）　○カラオケルームあり　○近隣町などからの送迎あり
■その他　○アポイ岳登山　○パークゴルフ場　○アポイ山麓ファミリー
　パークキャンプ場
https://www.apoi-sanso.co.jp/

四方をサラブレッドの牧場に囲まれたペンション。窓から手を伸ばすと触れ
られるほどの距離に、デビュー前や引退後の競走馬が放牧されています。ペ
ンション2階の窓からは日高山脈を望むことができる絶好の立地です。

浦河町のメインストリートに面したシティホテル。客室からは浦河市街
の街並みや浦河港を眺められます。披露宴会場完備で宴会・会議・婚礼
利用ができ、お料理も和洋中からお選びいただけます。

乗馬体験やパークゴルフなどのアクティビティが楽しめる「優駿の里公園」
内にある宿泊施設。外で体を動かした後は、日高山脈を望む展望風呂やジャ
グジー風呂、薬湯風呂、サウナでリラックスタイムを過ごせます。

○テレワークスペース ○宿泊者限定JRA見学ツアー（予約制　無料）

○総部屋数：4室（26名）／洋室4室
○パーキング：あり（無料）　○銭湯＜併設施設＞（宿泊者無料）
○無線LAN接続可能
■その他　○渓流釣り　○野鳥観察　○山菜採り
https://www.gh-masago.com/

銭湯兼ラーメン屋の２階、周辺には飲食店が多く、旅の拠点として長期滞在に便利なゲストハウス。２段ベッドのドミトリールー
ムの他、シングル・ダブルルーム、ファミリールームの部屋タイプが選べます。エリアの自然を案内するオーナーによる渓流釣り、
野鳥観察、山菜採りなど自然ガイドツアー付きプランもあります。自由使えるラウンジ（共有スペース）で旅の情報交換も。

GUEST HOUSE MASAGO（ゲストハウス まさご）
銭湯を併設!気軽に泊まれるドミトリールーム

コンビニ、飲食店街、官公庁が徒歩圏内というアクセスの良さで人気のホテル。シン
プルな洋室から旅館風の和室まで、客室のタイプはバリエーション豊富です。元水産
会社のオーナーが経験を活かして仕入れた、新鮮な魚介類を使った食事も評判です。

観光・ビジネスの拠点として快適にサポート

最寄りのバス停（旧様似駅）から徒歩５分圏内で、様似町の中心部に位置する宿。
地域の方に親しまれている飲食店「弁慶（べんけい）」も併設しており、地場
産の魚介類をはじめとしたボリューム満点の料理を味わうことができます。

とんがりロードの
宿泊施設情報
美味しい海の幸や、大自然に囲まれたロケーションが
評判のホテルで、一日の終わりにご褒美を。



日高山脈襟裳国定公園日高山脈襟裳国定公園
（国立公園化を予定）（国立公園化を予定）

日高山脈襟裳国定公園
（国立公園化を予定）
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※JR北海道日高本線（鵡川駅～様似駅）は、　
　2021年4月1日に廃線となりました。
　記載の駅名は廃線前の旧駅名になります。
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