
　　北海道計画

地点名 道路名 区間距離 日計距離 行きたいところ 道の駅 食べたいもの
8月15日 出発 自宅 中国道

名神 175 20:30　大津SA集合
到着 敦賀 北陸道 175 25:30　フェリー発　(23:00には港着）

《新日本海フェリー》
8月16日 出発 敦賀

新日本海フェリー 0
到着 苫小牧 0 20:30　フェリー着

《苫小牧健康ランド》
8月17日 出発 苫小牧

R36 67 登別地獄谷、のぼりべつクマ牧場
室蘭 地球岬 みたら室蘭

R37 81 だて歴史の杜
長万部 長万部・カニ

R5 107 KFCカーネル牧場 YOU・遊・森、つど～る・プラザ・さわら 大沼・いかめし、二色だんご　砂原・屋台村
函館

R228 68
福島 しりうち、横綱の里ふくしま

R228 68
到着 函館 391 五稜郭、函館山

《ホテル大山》
8月18日 出発 函館 函館・天狗食堂天狗丼

R227 70 あっさぶ
江差 江差

R229 156 ルート２９９元和台、てっくいランド大成、よってけ！島牧 島牧・バーベキュー　大成・あわびカレー、あわびラーメン

湯別
道9 15

黒松内 くろまつない
R5 40 ニセコビュープラザ ニセコ・ソフトクリーム

ニセコ
道66 16 羊蹄山

京極
R230 40 望羊中山 中山峠・峠のあげ芋

定山
道1 44

小樽
R5 38 小樽・冷し鴨そば　ニセコ・スープカレー

到着 札幌 419 時計台、大通公園、さっぽろ羊ケ丘展望台 サッポロビール園、札幌ラーメン
《ビジネスイン　ノルテⅡ》

8月19日 出発 札幌
R12 134 ※高速使用？ 三笠、つるぬま、ハウスヤルビ奈井江、たきかわ

深川
R233 51 サンフラワー北竜 北滝・ひまわりソフトクリーム

留萌
R232 98 風力発電プロペラ おびら鯟番屋、ほっと・はばろ、富士見、てしお

天塩
道106 68 北緯４５°のモニュメント

稚内 納沙布岬、宗谷岬（最北端のガソリンスタンド）
R238 211 クッチャロ湖 さるふつ公園、マリーンアイランド岡島、おうむ、おこっぺ 岡島・鮭親子丼、かに玉ラーメン

到着 紋別 562
《紋別セントラルホテル》

8月20日 出発 紋別
R238 115 サロマ湖 オホーツク紋別、中湧別、愛ランド湧別、サロマ湖

網走 網走刑務所、博物館網走監獄、北方民族博物館

R244 39 はなやか小清水
小清水 斜里・知床丼

R334 86 オシンコシンの滝 ウトロ・鮭親子丼
知床 知床峠 知床・らうす

R335 44
伊茶仁

R244～道975 30
開陽台 北１９号線

道150～R243 70 屈斜路湖 摩周温泉
美幌峠 ぐるっとパノラマ美幌峠 美幌・あげいも、熊笹ソフトクリーム

R243～道52 22 摩周湖 摩周湖・グラス＆ミストソフト
到着 川湯温泉 406

《川湯ホテルプラザ》
8月21日 出発 川湯温泉

R391 80
釧路 釧路湿原 釧路・勝手丼、蘭切そば

R38 58 しらぬか恋問 恋問・豚丼
豊頃

R336 116
襟裳岬 襟裳岬

R336 61 みついし
浦河

R236 148 旧幸福駅、旧愛国駅、十勝サーキット コスモール大樹、忠類、さらべつ、なかさつない 忠類・わさび味ジェラード
到着 帯広 463 帯広・六花亭サクサクパイ、みそ味豚丼

《ホテルニュー帯広》
8月22日 出発 帯広

R241 16 おとふけ、ピア２１しほろ 狩勝・そばアイス
士幌

R274 52
清水

R38 87 南ふらの
富良野 ラベンダー畑 富良野・かぼちゃアイス

R237 32
美瑛 パッチワークの丘、パノラマロード 美瑛・ラベンダーアイス

R237 95 自然体感しむかっぷ
日高 樹海ロード日高

R274 50
夕張 夕張・夕張メロン、メロンアイス、藤の家のカレーそば

R274 54 マオイの丘公園
千歳 ※高速使用？

道16 20
支笏湖

R276～R453 65 フォーレスト２７６大滝、そうべつサムズ
到着 洞爺湖 471

《洞爺観光ホテル》 洞爺湖・望羊蹄のハンバーグ
8月23日 出発 洞爺湖

R230 28 ２３０ルスツ
留寿都

道66 14
ニセコ ニセコアンヌプリ

道58 16
倶知安

R5 14
国富

R276 11
岩内

R299 63
積丹岬

R299 36
余市 余市宇宙記念館 スペースアップルよいち 余市・宇宙食

R5 22
小樽 小樽運河、小樽交通記念館、おたる水族館

R5 28 銭函駅
札幌

R36 71 サッポロビール北海道工場
到着 苫小牧 303 23:50　フェリー発　(22:00には港着）

《新日本海フェリー》
8月24日 出発 敦賀 北陸道 20:15　フェリー着

名神 175
到着 自宅 中国道 175

合計距離 3,365


