
留萌市 お役立ちガイド 留萌観光協会 ☎0164-43-6817 　留萌観光案内所（お勝手屋「萌」内） ☎0164-43-4333

増毛町 お役立ちガイド 増毛町観光協会 ☎0164-53-3332　増毛駅前観光案内所 ☎0164-53-1108

　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

入
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留萌市 お役立ちガイド 留萌観光協会 ☎0164-43-6817 　留萌観光案内所（お勝手屋「萌」内） ☎0164-43-4333

増毛町 お役立ちガイド 増毛町観光協会 ☎0164-53-3332　増毛駅前観光案内所 ☎0164-53-1108

　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

入
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　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

小平町 お役立ちガイド 小平町観光協会連合会　☎0164-56-2111

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

小平町 お役立ちガイド 小平町観光協会連合会　☎0164-56-2111

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717



　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

羽幌町 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

天売島 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

苫前町 お役立ちガイド 苫前町観光協会 ☎0164-64-2212

　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

羽幌町 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

天売島 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

苫前町 お役立ちガイド 苫前町観光協会 ☎0164-64-2212



　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 お寿司

寿司の浜ちゃん
☎01632-7-3888

　　 食事処

道の駅富士見 レストラン
「とんがりかん」
☎01632-7-3939

comedokoro
☎080-2878-1468

味のどん兵衛
☎01632-7-2270

レストラン　メルヘン
☎01632-7-3210

焼肉　景福苑
☎01632-7-3001

　　 農水産加工品

遠別漁業協同組合
☎01632-7-2235

道の駅富士見　直売所
☎01632-7-1188

　　 ナイトスポット

居酒屋　嘉世
☎01632-7-3453

居酒屋　千世本
☎01632-7-2044

スナック　遊
☎01632-7-1015

スナック　夜蘭花
☎01632-7-2597

ナイトイン鹿鳴館
☎01632-7-2895

スナック演歌
☎01632-7-2636

ロイヤルスナックリスボン
☎01632-7-3107

J2005
☎01632-7-3050

スナック　来夢
☎01632-9-6711

　　 和菓子

梅月　淺田菓子舗
☎01632-7-2154

北川誠菓堂
☎01632-7-2159

ハヤシ屋野村
☎01632-7-2075

　　 その他の施設

町立国保病院
☎01632-7-2211

北星ハイヤー
☎01632-7-3222

沿岸バス遠別営業所
☎01632-7-2013

樋口歯科
☎01632-7-2143

キタ調剤薬局
☎01632-9-6677

遠別町役場
☎01632-7-2111

　　 買い物

チューオースーパー遠別店
☎01632-7-2300

Aコープ遠別店
☎01632-7-3464

福山釣具店
☎01632-7-2140

津田商店
☎01632-7-2014

広瀬商店
☎01632-7-2002

古行商店
☎01632-7-2032

日詰電器
☎01632-7-2280

さかがわでんき
☎01632-7-2058

PLAZAハシモト
☎01632-7-2379

玉置時計眼鏡店
☎01632-7-2272

ドリームショップやました
☎01632-7-3152

とみた生花店
☎01632-7-2612

坂川葬儀生花店
☎01632-7-3461

牛若家具店
☎01632-7-2141

家具の秋山
☎01632-7-2260

仲野畳店
☎01632-7-2123

ショッピングプラザ ミズノ
☎01632-7-2061

水野商店
☎01632-7-2003

吉田写真館
☎01632-7-2422

来生金物店
☎01632-7-2053

クニベドラック
☎01632-7-2045

　　 軽食・喫茶

喫茶店イチ
☎01632-7-2015

　　 観光スポット

遠別町郷土資料館
☎01632-7-2353
開館：5月1日～10月31日
料金：無料 入館は3日前ま
でにお申し込みください

富士見ヶ丘公園
料金：無料
期間：4月下旬～10月末

遠別川河川公園
料金：無料
期間：5月～10月末

金浦原生花園
料金：無料
見頃：6月～7月

　　 移住交流施設

遠別町移住交流
支援センター ぴーぷる
☎01632-9-7151
期間：4月～4泊以上、
最大1ヶ月程度
宿泊料：1日￥1,000-

『ちょっと暮らし生活体験』
で、遠別町のイベントや様々
な体験プログラムに参加、
遠別町や北海道への移住
などを想定した生活体験が
できる施設です。

◎利用には、事前にご相談、
予約申し込みが必要です。

　　 金融機関

稚内信用金庫遠別支店
☎01632-7-2251

遠別郵便局
☎01632-7-2100

JAオロロン　遠別支店
☎01632-7-2511

　　 温泉

旭温泉
☎01632-7-3927

　　 ガソリンスタンド

遠別石油
☎01632-7-2035

斉藤石油店
☎01632-7-2540

ホクレン遠別SS
☎01632-7-3824

　　 スキー場

遠別町幸和スキー場
☎01632-7-3950

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート遠別店
☎01632-7-2108

セイコーマート遠別本町店
☎01632-9-6021

　　 パークゴルフ場

富士見ヶ丘公園
パークゴルフ場
☎01632-7-3939

　　 キャンプ場

富士見ヶ丘公園キャンプ場
☎01632-7-3939

遠別川河川公園キャンプ場
☎01632-7-3939

　　 海水浴場

みなくるびーち
☎090-2812-2115

　　 ホテル・旅館

旭温泉
☎01632-7-3927

栄館
☎01632-7-2253

福井館
☎01632-7-2004

いながき旅館
☎01632-7-3258

ホテルノーザンライト
☎01632-7-3328

ふじや旅館
☎01632-7-2307

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

焼尻島 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

初山別村 お役立ちガイド 初山別村観光協会　☎0164-67-2211

遠別町 お役立ちガイド 遠別町観光協会　☎01632-7-2115

　　 お寿司

すが宗
☎0164-53-3540

寿し忠
☎0164-53-2690

寿司のまつくら
☎0164-53-2446

福よし
☎0164-53-1190

鮨・IZAKAYA忠
☎0164-53-3289

　　 めん類

ラーメンましけ
☎0164-53-2022

壱弐壱弐
☎0164-53-1212

麺屋田中商店
☎0164-53-3680

Café de SOBA凜
☎0164-56-0063

　　 食事処

岩尾温泉あったま～る
食事処　夕陽
☎0164-55-2024

岩尾温泉
食事処　夕陽荘
☎0164-55-9611

まあめいど
☎0164-53-3096

○十井とう
☎0164-53-3399

リバーサイドパークセンター
ハウス
☎0164-53-1385

レストハウス雄冬
☎0164-55-3241

御食事処　陣屋
☎0164-53-1576

志満川食堂
☎0164-53-1342

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

うしだや
☎0164-56-1814

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

　　 軽食・喫茶

カフェ海猿舎
☎0164-53-1176

喫茶ポルク
☎0164-53-3485

ふるふるトマト
☎090-9759-2145

　　 和菓子　

山崎菓子店
☎0164-53-2303

中村屋製菓
☎0164-53-2321

高橋菓子店（受注生産）
☎0164-53-2135

　　 水産加工品

ぐるめ食品
☎0164-53-1213

はますい
☎0164-53-9410

赤島水産
☎0164-53-1236

加藤水産　阿分工場
☎0164-54-2011

丸万水産
☎0164-53-1603

遠藤水産　港町市場
☎0164-53-2000

北日本水産物（売店）
☎0164-53-3888

　　 農水産加工品

○善佐藤果樹園
☎0164-53-1508

菊池果樹園
☎0164-53-1466

高橋果樹園
☎0164-53-1754

佐藤健一果樹園
☎0164-53-3202

かぶとフルーツ
☎0164-53-1743

笑興園
☎0164-53-1755

阿部果樹園
☎0164-53-2947

佐藤さくらんぼ農園
☎0164-54-2833

千仙北果樹園
☎0164-53-1742

ヤマセン仙北果樹園
☎0164-53-1773

まつやま養蜂園
☎0164-53-3487

千果園
☎0164-53-1469

阪口果樹園
☎0164-53-1844

○勝後藤果樹園
☎0164-53-2962

仙北要果樹園
☎0164-53-1440

○利山口果樹園
☎0164-53-1719

仙北昌洋観光園
☎0164-53-1400

池田果樹園
☎0164-53-2467

パプヤの里○ヨ冨野果樹園
☎0164-53-2484

秋香園
☎0164-53-2117

今田果樹園
☎0164-53-2570

古村農園
☎0164-53-2439

キ木谷果樹園
☎0164-53-1962

○┐大嶋果樹園
☎0164-53-1965

　　  買い物

ましけマルシェ
☎0164-56-4210

坂下家具店
☎0164-53-1248

スカンピン
☎0164-53-3935

フルーツ工房 果凜
☎0164-53-1719

関山豆腐店
☎0164-53-2566

石山精肉店
☎0164-53-2158

国稀酒造
☎0164-53-1050

増毛フルーツワイナリー
☎0164-53-1668

鈴木かまぼこ店　増毛店
☎0164-53-1353

チューオー　増毛店
☎0164-53-1150

だるまや商店
☎0164-53-1369

富士屋商店
☎0164-53-2116

井狩商店
☎0164-53-1067

甲谷商店
☎0164-53-1063

仙北商店
☎0164-53-2335

小田商店
☎0164-53-1368

村上食料品店
☎0164-53-1371

秋香園直営店
☎0164-53-2117

北鐘興産
☎0164-53-1171

須摩商店
☎0164-53-1503

柴野ストアー
☎0164-53-1427

猪股鮮魚店
☎0164-54-2328

Fruit Labo
☎080-1862-3017

 　　その他の施設

増毛町立市街診療所
☎0164-53-1811

明日萌ハイヤー 増毛営業所
☎0164-53-1331

増毛町観光案内所
☎0164-53-1108

増毛厳島神社
☎0164-53-2306

町営温水プール
☎0164-53-3366

増毛リンクス
☎0164-54-2144

ノールマリーナましけ
☎0164-53-3939

増毛町役場
☎0164-53-1111

増毛町役場
（観光協会事務局）
☎0164-53-3332

 　　観光スポット

旧商家丸一本間家
☎0164-53-1511
期間：４月下旬～１１月上旬
開館：10：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日
（7月・8月は無休）

増毛町総合交流促進施設
元陣屋
☎0164-53-3522
開館：9：00～17：00
料金：
大人400円
高校生300円
中学生・小学生200円
休館：木曜日

 　　金融機関　

北洋銀行増毛支店
☎0164-53-1054

留萌信用金庫増毛支店
☎0164-53-2375

増毛郵便局
☎0164-53-1300

舎熊郵便局
☎0164-54-2200

別苅郵便局
☎0164-53-1106

雄冬郵便局
☎0164-55-2022

ＪＡ南るもい　増毛支店
☎0164-53-2027

 　　ガソリンスタンド

シンコウ石油
☎0164-53-1305

北鐘興産　石油部
☎0164-53-1481

増毛日石
☎0164-53-2345

ハニックス
☎0164-53-1078

　　 コンビニエンスストア

セブンイレブン留萌増毛店
☎0164-53-2176

セイコーマートいとう増毛店
☎0164-54-2924

セイコーマート
増毛南暑寒店
☎0164-53-1122

　　 パークゴルフ場

リバーサイドパーク
パークゴルフ場
☎0164-53-1385

　　 キャンプ場

暑寒海浜キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

リバーサイドパーク
オートキャンプ場
☎0164-53-1385

雄冬町営キャンプ場
☎0164-53-3332（役場）

　　 スキー場

暑寒別岳スキー場
☎0164-53-3002

　　 ホテル・旅館

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

コテージ　ミンズ
☎0164-53-2400

夕陽荘
☎0164-55-9611

ぼちぼちいこか増毛館
☎0164-53-1176

漁師の店　清宝
☎0164-53-2922

進藤民宿
☎0164-55-2121

民宿川上
☎0164-55-3241

民宿まあめいど
☎0164-53-3096

民宿たけうち
☎0164-53-3007

民宿新川
☎0164-53-1678

民宿真月
☎0164-53-3788

丹保旅館
☎0164-55-3138

平野民宿
☎0164-53-1125

　　 温泉

オーベルジュましけ
☎0164-53-2222

岩尾温泉あったま～る
☎0164-55-2024

夕陽荘
☎0164-55-9611

　　 お寿司

荒磯鮨
☎0164-42-5775

回転寿司たんぽぽ
☎0164-42-9190

蛇の目寿司
☎0164-42-0848

丸喜
☎0164-42-1476

漁師の店　富丸
☎0164-42-0203

金扇
☎0164-43-7620

三福
☎0164-42-5919

竹寿司
☎0164-43-5059

　　 めん類

らーめん萌
☎0164-43-9530

龍神
☎0164-42-5050

そば処　丸長
☎0164-42-0254

やぶ金
☎0164-42-0227

そば処　祥園
☎0164-43-0622

羅妃焚
☎0164-42-7373

潮静ラーメン
☎0164-42-3402

麺や雅
☎0164-43-7020

駅前海栄
☎電話なし

遠路遥々
☎090-7643-0210

山岡家
☎0164-56-1822

味の時計台留萌店
☎0164-49-6550

　　 食事処

高麗館
☎0164-42-8833

食道園
☎0164-43-3140

友禅
☎0164-43-1535

おぎわら
☎0164-42-0652

大判焼
☎0164-42-5944

ときよし食堂
☎0164-42-1868

天まさ
☎0164-42-7766

波乃家
☎0164-42-6899

カレー大将
☎0164-43-6468

炭火焼鳥　夢物語
☎0164-43-1150

焼肉　一九
☎0164-42-1090

Curry　ZION
☎0164-42-2297

アーガマン
☎0164-56-4455

C-レストラン
☎0164-42-3636

千望台レストハウス
☎0164-42-0569

トリム（礼受牧場畜産館）
☎0164-43-0964

デジャヴ
☎0164-42-7895

焼鳥　弁慶
☎0164-43-6161

モスバーガー
☎0164-42-4000

シャノアール
☎0164-42-0473

宝来
☎0164-43-2539

ファイヤーバーグ
☎0164-43-2311

ラ・ポーズ
☎0164-56-4041

　　 軽食・喫茶

喫茶店ビューネ
☎0164-43-5268

飛鳥
☎0164-42-5584

ソウルキッチン
☎0164-43-6268

喫茶キタノ
☎0164-42-0284

Coffeeハウス　久里
☎0164-42-8850

軽食喫茶　館
☎0164-42-0210

軽食喫茶　五番街
☎0164-43-6288

喫茶　コンパス
☎0164-42-6860

喫茶　茅
☎0164-42-1884

コーヒーハウスbloom（ブルーム）
☎0164-43-0124

ホワイトレディー
☎0164-42-1103

Cafe　ISOGANY
☎0164-56-4411

リオ
☎0164-42-0016

あずまし屋　開運だるま店
☎0164-56-4722

　　 ナイトスポット

肴や
☎0164-42-4426

浪漫亭
☎0164-43-2775

美食酒家 司（ランチあり）
☎0164-43-1002

居酒屋　将軍
☎0164-43-5125

大政
☎0164-43-5823

もとまち
☎0164-42-2487

味処　北浜
☎0164-42-2509

つぼ八
☎0164-43-2808

焼肉　三億園
☎0164-42-2490

彩食健美　希人
☎0164-42-5291

ちょびすけ
☎0164-56-1665

居酒屋　ろばた
☎0164-42-3609

田吾作
☎0164-43-0797

石井
☎0164-42-0526

かつみ家
☎0164-43-1568

克
☎0164-42-8898

居酒屋　やまと
☎0164-42-2610

ストロベリーフィールズ
☎0164-42-3799

居酒屋　喬
☎0164-56-4303

タケシノバル
☎080-5590-4741

　　  温泉・銭湯

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

　　  買い物

お勝手屋　萌
☎0164-43-1100

丸善うしろ
☎0164-42-3575

川上海産物店
☎0164-42-1407

浜本商店（沖見店）
☎0164-42-3737

井原水産
☎0164-43-0001

チューオー　本店
☎0164-42-0758

長田鮮魚店
☎0164-42-2547

田中青果
☎0164-42-0858

鈴木かまぼこ店
☎0164-42-2576

佐藤青果店
☎0164-42-3316

白鳥精肉店
☎0164-42-3655

佐々木精肉店
☎0164-42-2695

きしはた鮮魚店
☎0164-42-3632

佐賀漁業部直売店
（漁師の店直売所内）
☎0164-43-7380

山屋ベーカリー
☎0164-42-0945

ブラン
☎0164-56-4676

コープさっぽろ
☎0164-43-2661

Aコープるもいルピナス
☎0164-42-2104

新美せともの
☎0164-42-0910

スエヒロ釣具
☎0164-43-4231

カサイ
☎0164-42-1385

るもいブックセンター
☎0164-43-2255

OBARA
☎0164-42-1666

酒や つかもと
☎0164-42-0048

ニットー
☎0164-43-8650

江戸薬局
☎0164-42-0697

野崎種苗店
☎0164-42-0829

ヨシザキ
☎0164-42-1223

オプト・メガネ
☎0164-43-2654

鶴屋
☎0164-42-0830

ｄｕｅ
☎0164-42-0673

幹
☎0164-43-1237

FUMIYA
☎0164-49-2358

四十坊
☎0164-42-0452

かばさわ金物店
☎0164-42-0248

陽鳥園
☎0164-42-0762

Bird
☎0164-43-3950

こすぎ
☎0164-42-0447

Pivot
☎0164-42-2406

タナカフォトスタジオ
☎0164-42-1040

安藤園
☎0164-42-0176

アドニス
☎0164-42-4560

UMEDA
☎0164-42-0868

亀屋商店
☎0164-42-0544

ありすこぅひぃ工房
☎0164-43-6116

ベスト電器
☎0164-42-2112

a.k.KISHI
☎0164-42-1488

エムズアーデン
☎0164-43-5566

日の丸亭　中央店
☎0164-43-2123

室本萬翠園
☎0164-42-0675

ドコモショップ
☎0164-42-4020

花結
☎0164-42-8111

大沼ベニヤ
☎0164-42-2111

auショップ
☎0164-43-5448

SoftBankショップ
☎0164-42-5259

ファーストスポーツ
☎0164-43-8616

モリヤ
☎0164-42-0976

かなもり
☎0164-43-0783

家具の王様
☎0164-42-7247

SHIMA
☎0164-49-1090

マックスバリュ留萌店
☎0164-43-8800

　　 パークゴルフ場

神居岩公園パークゴルフ場
☎0164-42-1344

留萌浄化センター
パークゴルフ場
☎0164-42-8444

るしんふれ愛パーク
パークゴルフ場
☎0164-43-1501

浜中運動公園
パークゴルフ場
☎0164-42-8109

　　 キャンプ場

ゴールデンビーチるもい
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

黄金岬キャンプ場
（NPO法人留萌観光協会）
☎0164-43-6817

神居岩グリーンスポーツキャンプ場
☎0164-42-1344

　　 ホテル・旅館

ビジネスホテル　光陽館
☎0164-43-6050

光陽館
☎0164-42-1050

大東旅館
☎0164-42-1021

光風館　石亭
☎0164-43-1200

広見屋旅館
☎0164-42-0551

旅館　福広館
☎0164-43-5339

川村旅館
☎0164-42-3910

漁師の宿　富丸
☎0164-42-0203

小林旅館
☎0164-42-0373

金沢旅館
☎0164-42-0344

留萌館
☎0164-42-0149

日栄会館
☎0164-43-8055

ホテルノースアイ
☎0164-43-5333

ホテルニューホワイトハウス
☎0164-42-8484

R-inn
☎0164-42-0232

ホテル神居岩
☎0164-42-3500

ペンション留萌
☎0164-43-0964

　　 和菓子

一久庵
☎0164-42-2740

ルモンド
☎0164-42-2239

玉村菓子
☎0164-42-1188

さんなすび
☎0164-56-4376

千成家
☎0164-42-0365

Sweet　Houseのんのん
☎0164-42-2329

 　　その他の施設

留萌市立病院
☎0164-49-1011

たけうち内科
☎0164-42-8820

富山整形外科
☎0164-42-2030

わたべ整形外科
☎0164-42-5011

留萌セントラルクリニック
☎0164-43-9500

銭丸眼科
☎0164-43-2100

わたなべクリニック
☎0164-42-4411

留萌記念病院
☎0164-42-0271

荻野病院
☎0164-42-1406

川上内科医院
☎0164-43-6451

藤田クリニック
☎0164-42-1660

西原腎・泌尿器科クリニック
☎0164-56-1678

オロロンライン眼科
☎0164-42-0650

明日萌観光ハイヤー
☎0164-43-6666

小鳩交通
☎0164-42-2233

海のふるさと館
☎0164-43-6677

Fuji
☎0164-43-0717

Pastel
☎0164-43-0706

あずまし屋
☎0164-43-5955

石華の癒
☎0164-43-1412

山川質店
☎0164-43-7500

歌屋
☎0164-42-8988

田中クリーニング
☎0120-433-522

　　 食事処

すみれ
☎0164-57-1451

お食事処　蔵
☎0164-57-1299

じょぐら（冬期休業）
☎0164-57-1525

道の駅 おびら鰊番屋
食材供給施設
☎0164-57-1411

ゆったりかん レストラン黄陽
☎0164-56-9111

そば＆カフェ　からくれ
☎0164-56-1188

ふくい
☎0164-57-1818

レストハウス理尾
☎0164-56-1645

　　 和菓子

真嶋商店
☎0164-57-1501

　　 水産加工品

新星マリン漁協臼谷支所
☎0164-56-2052

新星マリン漁協鬼鹿支所
☎0164-57-1041

藤田水産
☎0164-57-1048

秋山水産
☎0164-57-1078

永光水産
☎0164-57-1081

　　 ホテル・旅館

ゆったりかん
☎0164-56-9111

ゆうゆうそう
☎0164-56-2380

音尾旅館
☎0164-57-1718

三上民宿
☎0164-57-1650

片桐民宿
☎0164-56-2042

　　 買い物

ゆったりかん
☎0164-56-9111

道の駅 おびら鰊番屋 食材供給施設
☎0164-57-1411

ほっぷすてっぷ
☎0164-57-1188

セラーズ大滝
☎0164-56-2657

剱持ストアー
☎0164-57-1211

エリアストア　わじま
☎0164-57-1518

加藤商店
☎0164-57-1712

渡辺金物店
☎0164-58-1135

種田商店
☎0164-56-2378

中嶋商店
☎0164-56-2373

おがさわら　小平店
☎0164-56-2355

長谷商店
☎0164-57-1626

細川ストアー
☎0164-57-1234

Aコープおびら店
☎0164-59-1749

畑中商店
☎0164-56-2656

サトウ釣具店
☎0164-57-1504

細川花店
☎0164-59-1841

　　 ナイトスポット

スナック松山
☎0164-56-2166

居酒屋　旅路
☎0164-56-2934

スナックみどり
☎0164-56-2429

スナック　タキ
☎0164-56-2415

スナック　ほまれ
☎0164-57-1358

 　　その他の施設

町立小平診療所
☎0164-56-2821

町立鬼鹿診療所
☎0164-57-1834

小平ハイヤー
☎0164-59-1239

小平ハイヤー
鬼鹿営業所
☎0164-57-1155

陶工房「おびら」
☎0164-59-1144

B&G海洋センター
☎0164-59-1216

小平車輌整備工場
☎0164-56-2131

関モータース
☎0164-57-1663

小平町商工会
☎0164-59-1111

小平町役場
☎0164-56-2111

 　　観光スポット

旧花田家番屋
☎0164-57-1411
開館：8：00～17：00
（5月～10月）
9：00～16：00（11月～4月）
料金：大人400円小人150円
休館：月曜日、12月28日～1
月15日（但し、6月第3月曜
日～8月第2月曜日は無休）

道の駅 おびら鰊番屋
小平町観光交流センター
☎0164-56-1828

 　　金融機関

留萌信用金庫小平支店
☎0164-56-2311

留萌信用金庫鬼鹿支店
☎0164-57-1331

小平郵便局
☎0164-56-2050

小平本郷郵便局
☎0164-56-2250

達布郵便局
☎0164-58-1143

鬼鹿郵便局
☎0164-57-1050

JA南るもい 小平支所
☎0164-56-2211

　　 キャンプ場

望洋台キャンプ場
☎0164-59-1950
※期間外 ☎0164-56-2111
小平町経済課

　　 入浴施設

ゆったりかん
☎0164-56-9111

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート小平店
☎0164-56-2436

セイコーマート鬼鹿店
☎0164-57-1711

セブンイレブン留萌小平店
☎0164-59-1888

ローソン留萌鬼鹿店
☎0164-57-1824

 　　ガソリンスタンド

石黒石油
☎0164-56-2121

オンネ石油
☎0164-57-1601

岩見燃料店
☎0164-58-1234

 　　海水浴場

臼谷海水浴場
☎0164-56-2710

おにしかツインビーチ
☎0164-57-1951

　　 パークゴルフ場

小平町交通公園 パークゴルフ場
☎0164-59-1216

小平国際パークゴルフ場
☎0164-56-2230

鬼鹿パークゴルフ場
☎0164-56-2111
小平町役場【内線224・225】

　　 スキー場

望洋台スキー場
☎0164-56-2244

　　 食事処

ふわっと レストラン「風夢」
☎0164-64-2810

大衆食堂
☎0164-64-2056

ココ・カピウ（5月～10月）
☎0164-64-2855

庄村うどん
☎0164-64-2852

三平
☎0164-65-3875

こたん
☎0164-65-3842

山海幸
☎0164-65-3301

大桃園　本店（予約のみ）
☎0164-65-4300

大桃園　２号店
☎0164-65-4312

まさ亭
☎0164-65-3147

ドライブイン　さわ
☎0164-66-1326

レストランカフェ志
☎0164-64-2392

　　 ナイトスポット

スナック　葵
☎0164-64-2953

スナック　さくら
☎0164-64-2913

スナック　ルート239
☎0164-65-3147

居酒屋　もつや
☎0164-65-3173

スナック　ラムール
☎0164-65-3822

スナック　クレスト
☎0164-65-4777

　　 水産加工品

北るもい漁協　海楽市場
☎0164-64-2446

岡田商店
☎0164-64-2311

星野水産
☎0164-64-2448

　　 農産加工品

無限樹直売所
☎0164-65-3783

　　 買い物

大川商店
☎0164-65-3035

ファミリーショップ　こさか
☎0164-64-2121

小泉商店
☎0164-64-2004

スーパー　古谷
☎0164-64-2111

ショップインいがらし
☎0164-64-2005

タカヤマ電器
☎0164-64-2606

苫前デンキ
☎0164-65-4000

西写真光学館
☎0164-65-3062

くすりの新光堂
☎0164-65-3077

アイン薬局苫前店
☎0164-69-3511

木全金物店
☎0164-65-3052

Aマート古丹別店
☎0164-65-4410

　　 温泉

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

　　 その他の施設

苫前クリニック
☎0164-64-9070

苫前歯科診療所
☎0164-64-2234

苫前厚生クリニック
☎0164-65-3535

古丹別歯科診療所
☎0164-65-3987

苫前自動車整備工業
☎0164-65-3166

北栄自動車整備工業
☎0164-65-3157

大衆ハイヤー
☎0164-64-2050

藤観光バス
☎0164-65-4400

　　 ホテル・旅館

とままえ温泉「ふわっと」
☎0164-64-2810

ななかまどの館
☎0164-65-4351

梅屋旅館
☎0164-65-3018

高畠旅館
☎0164-64-2702

民宿30ノット
☎0164-64-2730

　　 観光スポット

古代の里・苫前町郷土資料
館　苫前町考古資料館
☎0164-64-2954
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
料金：一般・高校生300円
　小学生・中学生100円
休館：月曜日（祝日の時は翌
日）（但し、夏休み中は無休）

道の駅 風Wとままえ
☎0164-64-2810
開館：7：00～22：00

夫婦愛の鐘
料金：無料

三毛別羆事件復元地
料金：無料

　　 金融機関

留萌信用金庫苫前支店
☎0164-64-2341

留萌信用金庫古丹別支店
☎0164-65-4141

苫前郵便局
☎0164-64-2100

古丹別郵便局
☎0164-65-4100

JA苫前町本店
☎0164-65-4411

 　　ガソリンスタンド

猪股石油店
☎0164-64-2131

ホクレン古丹別SS
☎0164-65-4416

伊藤石油店
☎0164-65-3037

 　　コンビニエンスストア

セイコーマートむらい苫前店
☎0164-64-2588

セイコーマート古丹別店
☎0164-65-3137

 　　海水浴場

夕陽ヶ丘ホワイトビーチ
☎0164-64-2855

 　　キャンプ場

夕陽ヶ丘オートキャンプ場
☎0164-64-2339

 　　スキー場

三角点スキー場
☎0164-65-4076

古丹別緑ヶ丘スキー場
☎0164-65-4076

 　　パークゴルフ場

苫前パークゴルフ場
☎0164-65-4076

古丹別リバーサイド
パークゴルフ場
☎0164-65-4076

　　 お寿司

竹鮨
☎0164-62-1557

羽幌鮨処　なか川
☎0164-62-6686

　　 めん類

ラーメンの華月
☎0164-62-3913

のんのん
☎0164-62-4446

そば処山崎
☎0164-62-2269

　　 食事処

一休食堂
☎0164-62-3145

かっぱ食堂
☎0164-62-1602

いわた食堂
☎0164-62-1670

おろろん食堂
☎0164-62-4815

食事処　鶴
☎0164-62-1002

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

食事の店いずみ
☎0164-62-1539

焼肉　狸吉
☎0164-68-9955

レストラン松尾
☎0164-62-5185

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

ラ・フラスカ
☎0164-62-5078

冨士屋
☎0164-62-2078

お好み亭　さとう
☎0164-62-6377

東東亭
☎0164-62-5255

　　 ナイトスポット

居酒屋　一海
☎0164-62-2118

ぽん太の店
☎0164-62-3363

居酒屋しまや
☎0164-62-1733

SUMIYA　久一
☎0164-62-1364

焼き鳥ごんちゃん
☎0164-62-2919

人情焼き鳥　祭
☎0164-62-2164

ビストロ　アプランドル
☎0164-62-2710

一丁目居酒屋
☎0164-62-4208

加代
☎0164-62-1573

ほろ
☎0164-62-2276

フード&バー ガナール
☎0164-62-2788

酒菜や醍
☎0164-68-7627

　　 買い物

コープさっぽろ　はぼろ店
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-69-0151

ホクレンショップ
☎0164-62-2121

タチハラベーカリー
☎0164-62-5353

金澤こんにゃくとうふ店
☎0164-62-1725

木村酒店
☎0164-62-1936

チューオースーパー羽幌店
☎0164-62-1369

キューピット麦わら
☎0164-62-5087

ストアーヨーク
（ハートタウンはぼろ内）
☎0164-62-3699

　　 水産加工品

珍味の店　百留屋
☎0164-62-4485

ひのきや鮮魚店
☎0164-62-2221

北のにしん屋さん
☎0164-62-5671

産直工房　きたる
☎0164-68-7700

重原商店
☎0164-62-2138

山田水産直売所
☎0164-62-4815

甘えびファクトリー
蝦名漁業部
☎0164-68-7777

　　 軽食・喫茶

喫茶ガロ（緬羊工房）
☎0164-62-1529

茶据夢　0164-62-2075

ｉｆ
☎0164-62-1406

吉里吉里
☎0164-62-3480

グットマン
☎0164-62-3477

　　 和菓子・スイーツ

名菓ささや
☎0164-62-2360

梅月
☎0164-62-2272

秋山菓子店
☎0164-62-2312

久保田おやき店
☎0164-62-3018

イチゴシロップ
（ichigo syrup）
☎0164-62-3476

TIARA
☎080-3238-8276

　　 その他の施設

北海道立羽幌病院
☎0164-62-6060

加藤病院
☎0164-62-1005

共和ハイヤー
☎0164-62-1144

沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

沿岸バス本社ターミナル
☎0164-62-1550

沿岸バス羽幌ターミナル
☎0164-62-4550

羽幌沿岸フェリー
☎0164-62-1774

羽幌スポーツ公園
☎0164-62-2057

羽幌町役場
☎0164-62-1211

羽幌町観光協会
☎0164-62-6666

　　 観光スポット

北海道海鳥センター
☎0164-69-2080
開館：9：00～17：00
（冬季間9：00～16：00）
料金：無料
休館：月曜日・祝日の翌日・年末年始

羽幌町郷土資料館
☎0164-62-4519
開館：10：00～16：00
（5月1日～10月31日）
料金：210円（高校生以下 無料）

花しょうぶ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月下旬～7月中旬

はぼろバラ園
☎0164-68-7007
料金：無料
見頃：6月中旬～9月中旬

羽幌炭砿跡・築別炭砿跡
周遊ツアー
問い合わせ：沿岸ハイヤー
☎0164-62-1551

 　　金融機関

北海道銀行　羽幌支店
☎0164-62-1241

留萌信用金庫　羽幌支店
☎0164-62-2131

羽幌郵便局
☎0164-62-2200

ＪＡオロロン　本所
☎0164-62-1388

　　 温泉

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

 　　ガソリンスタンド

澤井石油商事
羽幌営業所
☎0164-62-1281

朝日石油
☎0164-62-1823

ホクレンオロロンＳＳ
☎0164-62-2117

日商プロパン石油
☎0164-62-1226

 　　パークゴルフ場

羽幌パークゴルフ場
☎0164-62-5880

 　　コンビニエンスストア

セブンイレブン
羽幌役場前店
☎0164-62-6107

セイコーマート
羽幌北大通店
☎0164-62-5669

セイコーマート羽幌南町店
☎0164-62-6450

セイコーマートよこやま羽幌店
☎0164-62-2413 

　　スキー場

羽幌町営スキー場びゅう
☎0164-62-6800

 　　キャンプ場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

朝日公園キャンプ場
☎0164-68-7007

 　　海水浴場

はぼろサンセットビーチ
☎0164-62-5080

　　 ホテル・旅館

はぼろ温泉サンセットプラザ
☎0164-62-3800

丸美旅館
☎0164-62-2158

山崎旅館
☎0164-62-1700

冨士屋
☎0164-62-2078

佐渡屋旅館
☎0164-62-2076

セールス会館
☎0164-62-2022

民宿陣屋
☎0164-62-1126

登喜和旅館
☎0164-62-2268

旅館離島会館
☎0164-62-1794

吉里吉里
☎0164-62-3480

ユースホステル
☎0164-62-2146

　　 お寿司

寿司の浜ちゃん
☎01632-7-3888

　　 食事処

道の駅富士見 レストラン
「とんがりかん」
☎01632-7-3939

comedokoro
☎080-2878-1468

味のどん兵衛
☎01632-7-2270

レストラン　メルヘン
☎01632-7-3210

焼肉　景福苑
☎01632-7-3001

　　 農水産加工品

遠別漁業協同組合
☎01632-7-2235

道の駅富士見　直売所
☎01632-7-1188

　　 ナイトスポット

居酒屋　嘉世
☎01632-7-3453

居酒屋　千世本
☎01632-7-2044

スナック　遊
☎01632-7-1015

スナック　夜蘭花
☎01632-7-2597

ナイトイン鹿鳴館
☎01632-7-2895

スナック演歌
☎01632-7-2636

ロイヤルスナックリスボン
☎01632-7-3107

J2005
☎01632-7-3050

スナック　来夢
☎01632-9-6711

　　 和菓子

梅月　淺田菓子舗
☎01632-7-2154

北川誠菓堂
☎01632-7-2159

ハヤシ屋野村
☎01632-7-2075

　　 その他の施設

町立国保病院
☎01632-7-2211

北星ハイヤー
☎01632-7-3222

沿岸バス遠別営業所
☎01632-7-2013

樋口歯科
☎01632-7-2143

キタ調剤薬局
☎01632-9-6677

遠別町役場
☎01632-7-2111

　　 買い物

チューオースーパー遠別店
☎01632-7-2300

Aコープ遠別店
☎01632-7-3464

福山釣具店
☎01632-7-2140

津田商店
☎01632-7-2014

広瀬商店
☎01632-7-2002

古行商店
☎01632-7-2032

日詰電器
☎01632-7-2280

さかがわでんき
☎01632-7-2058

PLAZAハシモト
☎01632-7-2379

玉置時計眼鏡店
☎01632-7-2272

ドリームショップやました
☎01632-7-3152

とみた生花店
☎01632-7-2612

坂川葬儀生花店
☎01632-7-3461

牛若家具店
☎01632-7-2141

家具の秋山
☎01632-7-2260

仲野畳店
☎01632-7-2123

ショッピングプラザ ミズノ
☎01632-7-2061

水野商店
☎01632-7-2003

吉田写真館
☎01632-7-2422

来生金物店
☎01632-7-2053

クニベドラック
☎01632-7-2045

　　 軽食・喫茶

喫茶店イチ
☎01632-7-2015

　　 観光スポット

遠別町郷土資料館
☎01632-7-2353
開館：5月1日～10月31日
料金：無料 入館は3日前ま
でにお申し込みください

富士見ヶ丘公園
料金：無料
期間：4月下旬～10月末

遠別川河川公園
料金：無料
期間：5月～10月末

金浦原生花園
料金：無料
見頃：6月～7月

　　 移住交流施設

遠別町移住交流
支援センター ぴーぷる
☎01632-9-7151
期間：4月～4泊以上、
最大1ヶ月程度
宿泊料：1日￥1,000-

『ちょっと暮らし生活体験』
で、遠別町のイベントや様々
な体験プログラムに参加、
遠別町や北海道への移住
などを想定した生活体験が
できる施設です。

◎利用には、事前にご相談、
予約申し込みが必要です。

　　 金融機関

稚内信用金庫遠別支店
☎01632-7-2251

遠別郵便局
☎01632-7-2100

JAオロロン　遠別支店
☎01632-7-2511

　　 温泉

旭温泉
☎01632-7-3927

　　 ガソリンスタンド

遠別石油
☎01632-7-2035

斉藤石油店
☎01632-7-2540

ホクレン遠別SS
☎01632-7-3824

　　 スキー場

遠別町幸和スキー場
☎01632-7-3950

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート遠別店
☎01632-7-2108

セイコーマート遠別本町店
☎01632-9-6021

　　 パークゴルフ場

富士見ヶ丘公園
パークゴルフ場
☎01632-7-3939

　　 キャンプ場

富士見ヶ丘公園キャンプ場
☎01632-7-3939

遠別川河川公園キャンプ場
☎01632-7-3939

　　 海水浴場

みなくるびーち
☎090-2812-2115

　　 ホテル・旅館

旭温泉
☎01632-7-3927

栄館
☎01632-7-2253

福井館
☎01632-7-2004

いながき旅館
☎01632-7-3258

ホテルノーザンライト
☎01632-7-3328

ふじや旅館
☎01632-7-2307

　　 食事処

炭火海鮮番屋（4月下旬～
9月末のみ営業）
☎01648-3-5714

めし処　漁師の店　海友
丸（5月～9月末のみ営業）9
月は土・日・祝営業
☎01648-3-5611

Ｂ・ポート（3月～12月のみ営
業）11：00～14：00
夜は予約制
☎01648-3-5835

 　　金融機関

天売郵便局
☎01648-3-5200

　　 水産加工品

マリンショップ
海鮮オロロンや（北るもい漁
協協同組合天売支所）
☎01648-3-5011

　　 買い物

川口商店
☎01648-3-5321

三浦商店
☎01648-3-5234

　　 旅館・民宿

旅館オロロン荘
☎01648-3-5529

萬谷旅館
☎01648-3-5224

民宿栄丸
☎090-8425-9859

民宿なぎさ
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5627
旅館のがみ
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-9311

旅館青い鳥
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5336

島の宿大一
（4月末～10月のみ営業）
☎01648-3-5111

山田民宿
（5月～9月のみ営業）
☎01648-3-5151

民宿竹内
（6月～8月のみ営業）
☎01648-3-5437

ゲストハウス天宇礼
☎090-1097-0500

　　 その他の施設

天売診療所
☎01648-3-5030

天売島観光案内所
☎01648-3-5401

　　 自転車レンタル

おろろんレンタル
☎090-8633-3906

和光丸貸し自転車
☎01648-3-5306　
01648-3-5634　
090-8898-7241

　　 パークゴルフ場

天売島パークゴルフ場
☎01648-3-5624（萬谷）

　　 キャンプ場

天売島キャンプ場
☎01648-3-5401
☎01648-3-5515
料金：1人1泊500円
（小学生以下半額）

　　 観光スポット

海の宇宙館
☎090-4876-9001
開館期間：4月29日～9月末
開館時間：
8：30～17：00（4・5・9月）
8：00～17：00（6・7・8月）
料金：無料

●海鳥繁殖地ガイドツアー
90分・ガイド付（予約制）
料金：2,000円／小児半額

●ウトウナイトガイド
料金：1,500円／小児半額
（予約制）

天売ふる里館（郷土資料館）
☎090-8633-3906
開館期間：4月末～9月末
料金：大人300円、小人200円

漁船クルーズ
民宿・観光船栄丸
☎090-8425-9859
営業時間：5月～9月
天売島一周
（90分・ガイド付）
2名様より運航（定員12名）
料金：大人3,000円／
小学生半額
※小学生以下無料

●体験メニュー
○シーカヤック　6月～9月
○ウニ採り　7月～8月
○星空満喫ナイト　8月～9月
※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ：
天売島おらが島活性化会議
☎01648-3-5515

　　 食事処

新沼食堂（GW期間・6月～
8月のみ営業）
☎01648-2-3356

島っ子食堂
（6月～9月末のみ営業）
☎01648-2-3176

　　 買い物

佐藤商店
☎01648-2-3503（自宅）

寺坂商店
☎01648-2-3133

小田商店
☎01648-2-3221

　　 金融機関

焼尻島郵便局
☎01648-2-3200

　　 その他の施設

焼尻診療所
☎01648-2-3225

焼尻観光案内所
☎01648-2-3993

　　 旅館・民宿

磯乃屋
☎01648-2-3511

小田民宿
☎01648-2-3637

布目旅館
（4月～10月のみ営業）
☎01648-2-3311

ゲストハウスやすんでけ
☎050-5319-8358

　　 水産加工品

島の母さん直売所
（北るもい漁協協同組合焼尻支所）
☎01648-2-3411

　　 キャンプ場

白浜キャンプ場
☎01648-2-3993

　　 自転車レンタル

レンタサイクル梅原
☎01648-2-3559

　　 観光スポット

焼尻郷土館（旧小納家）
☎01648-2-3392
開館期間：5月1日～9月末
開館時間：9：00～16：00
料金：大人320円
（高校生以下無料）
団体250円（15名以上）

焼尻観光ハイヤー
☎01648-2-3513
営業時間：4月25日～9月末

●島内観光（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額
※乗車定員9名の乗合ジャ
ンボハイヤー
※1名様より運行

布目旅館観光ハイヤー
☎01648-2-3311
営業期間：GW期間・6月～9月

●島内観光
（60分・ガイド付）
料金：大人1,400円／小人半額

焼尻ツアーガイド
☎090-9999-7894（奥野）
営業期間：7月～9月の土・日
定員：1～8名
料金：3,000円（2時間30分）
※但し1名の場合4,800円
※保険代込※事前予約制
（当日は空きがあれば対応）
※お土産、軽食、コーヒー付き

時期により営業日や営業時
間が変わることがありますの
で、詳しくは各施設へお問い
合わせください。

　　 食事処

しょさんべつ温泉ホテル岬
の湯「レストラン花みさき」
☎0164-67-2031

レストハウスともしび
☎0164-67-2525

レストラン北極星
☎0164-67-2234

みつわ食堂
☎0164-67-2254

まる天食堂
☎0164-67-2010

　　 ナイトスポット

ぱぶ倶楽酒
☎0164-67-2644

　　 水産加工品

北るもい漁業協同組合　
初山別直売所
☎0164-67-2252

　　 買い物

北極星
☎0164-67-2234

三宅商店
☎0164-67-2611

梅澤商店
☎0164-68-1215

Aコープ初山別
☎0164-67-2121

　　 温泉

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

　　 キャンプ場

金比羅キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園キャンプ場
☎0164-67-2211

みさき台公園
オートキャンプ場
☎0164-67-2077

　　 金融機関

留萌信用金庫初山別支店
☎0164-67-2221

初山別郵便局
☎0164-67-2200

　　 ガソリンスタンド

ホクレン初山別ＳＳ
☎0164-67-2511

　　 スキー場

初山別村スキー場
☎0164-67-2269

　　 パークゴルフ場

みさき台公園パークゴルフ場
☎0164-67-2211

　　 海水浴場

豊岬海水浴場
☎0164-67-2211

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート初山別店
☎0164-67-2550

　　 ホテル・旅館

しょさんべつ温泉
ホテル岬の湯
☎0164-67-2031

岩手屋旅館
☎0164-67-2552

　　 観光スポット

道の駅☆ロマン街道
しょさんべつ
☎0164-67-2525

初山別村自然交流センター
☎0164-67-2136

東山樹園
☎0164-67-2211

しょさんべつ天文台
☎0164-67-2539
開館：3月～11月
入場：高校生以上　200円
小・中学生　100円

　　 その他の施設

初山別診療所
☎0164-67-2027

豊岬診療所
☎0164-67-2316

有明診療所
☎0164-68-1456

武田車輌工業
☎0164-67-2250

初山別村役場
☎0164-67-2211　　

多世代交流拠点施設
繁小屋（つなごや）
☎0164-67-2717

焼尻島 お役立ちガイド 羽幌町観光協会　☎0164-62-6666

初山別村 お役立ちガイド 初山別村観光協会　☎0164-67-2211

遠別町 お役立ちガイド 遠別町観光協会　☎01632-7-2115



天塩町 お役立ちガイド 天塩町観光協会　☎01632-2-1001

　　 お寿司

七福寿司
☎01632-2-3163

　　 軽食・喫茶

喫茶あげいん
☎01632-2-2525

UNO Cafe
☎01632-2-3218

　　 めん類

十割そば
田舎屋　天塩店
☎01632-2-2886

　　 食事処

食事処　さだちゃん
☎01632-2-1811

ドライブイン　てしお
☎01632-2-2042

てしお温泉
夕映レストラン
☎01632-2-3111（夕映代表）

道の駅　てしお
☎01632-9-2770

焼き肉の店　たちばな
☎01632-2-1437

焼肉ちゃんこの店「力」
☎01632-2-1618

南花園
☎01632-2-2983

バスターミナル　かんだ
☎090-6261-1391

宴家　ふく助
☎01632-9-7812

食べ処・飲み処　くわむら
☎01632-2-2840

　　 ナイトスポット

たつみ
☎01632-2-1253

ロイヤルスナック みやび
☎01632-2-1660

スナック　エルム
☎01632-2-2734

スナック　もん
☎01632-9-2200

スナック　宮城
☎01632-2-2388

未完成
☎01632-2-2304

居酒屋　はまなす
☎01632-2-1356

スナック　Ai
☎01632-2-3355

秀ちゃん
☎01632-2-1687

桜新町
☎01632-2-1716

　　 和菓子

大野菓子舗
☎01632-2-1175

　　 洋菓子

とらや菓子司
☎01632-2-1777

　　 買い物

生鮮マートかっぱい
☎01632-2-1010

てしおキムチ工房
☎01632-2-3377

国奥商店
☎01632-2-1075

(有)高砂屋　柴野商店
☎01632-2-1115

アルファーマート
☎01632-2-1043

(有)天塩フードセンター
☎01632-2-1133

(株)チューオースーパー天塩店
☎01632-9-2525

アサヒ飲料(株)
☎01632-2-1525

浜田つり具店
☎01632-2-1508

ホームセンターニコット
☎01632-9-1100

　　 水産加工品

銀恵水産
☎01632-2-2633

北るもい漁業協同組合　
天塩支所直売所
☎01632-2-1113（代表電話）

　　 金融機関

北海道銀行天塩支店
☎01632-2-1011

稚内信用金庫天塩店
☎01632-2-1553

天塩郵便局
☎01632-2-1570

JAてしお本所
☎01632-2-1050

　　 温泉

てしお温泉　夕映
☎01632-2-3111

　　 ガソリンスタンド

新天塩石油(株)
 ☎01632-2-1265

協立石油(株)
 ☎01632-2-1231

(株)水口商店
☎01632-2-1276

ホクレン天塩SS
☎01632-2-1334

ホクレン雄信内給油所
☎01632-4-3036

　　 パークゴルフ場

天塩町町民パークゴルフ場
（スポーツセンター）
☎01632-2-1873

　　 コンビニエンスストア

セイコーマート
あかつか天塩店
☎01632-9-2023

セイコーマート天塩川口店
☎01632-2-3526

　　 キャンプ場

天塩町鏡沼海浜公園
キャンプ場
☎01632-2-1830

　　 ホテル・旅館

てしお温泉　夕映
☎01632-2-3111

サンホテル
☎01632-2-1574

ホテル　いち花
☎01632-2-1875

高橋旅館
☎01632-2-1137

西澤旅館
☎01632-2-1247

日の丸旅館
☎01632-2-1528

民宿さとう
☎01632-2-1271

　　 その他の施設

天塩町役場
☎01632-2-1001

天塩町立国保病院
☎01632-2-1058

てらもと歯科
☎01632-2-1815

(株)岩崎自動車整備工場
☎01632-2-1408

(株)天塩モータース
☎01632-2-1111

（有）オートサービス天塩
☎01632-2-1991

（有）下田モータース
☎01632-2-1134

天塩ハイヤー(株)
 ☎01632-2-1310

　　 観光スポット

天塩川歴史資料館
☎01632-2-2071
開館：10：00～17：00
（5月～10月）
入館：200円
（高校生以下は無料）
休館：月曜日

天塩町鏡沼海浜公園
☎01632-2-1830
開場：5月～10月中旬
入場：無料


