
　　北海道計画2006

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17日 出発 自宅 中国道 20:30　西宮名塩SA集合

(木) 舞鶴道 118

到着 舞鶴 118 25:45　フェリー発　(22:00には港着）

《新日本海フェリー》

8月18日 出発 舞鶴

(金) 新日本海フェリー 0

小樽 20:45　フェリー着

R5 36 ガス灯の風景

到着 札幌 36 らーめん五丈原「しょうゆラーメン」

8月19日 出発 札幌

(土) R231 129 ※厚田の先スピード注意！！

留萌 千望台

※留萌の先スピード注意！！

R232 129 258 ウインドファーム おびら鰊番屋、風Ｗとままえ、ほっと・はぼろ、富士見

天塩 ※富士見手前オービス注意！！ てしお

道106 57 315 北緯45度のモニュメント、サロベツ原野

稚内 野寒布岬、北防波堤ドーム、稚内駅 樺太食堂「うに丼」

東日本海フェリー 0 15:30　フェリー発

到着 利尻島 315 17:10　フェリー着 利尻のウニ

※夕食は宿泊先で

8月20日 出発 利尻島 仙法志御崎公園でアザラシ

(日) 道105～106 52 早朝島内一周

東日本海フェリー 0 8:40　フェリー発

稚内 10:20　フェリー着

R238 32 84 ※スピード注意上空から狙われるかも

宗谷岬 宗谷岬

R238～道710 61 145 クッチャロ湖(クローバーの丘展望台) さるふつ公園

浜頓別

R275 61 206 ピンネシリ マウントピンネ「ライダーメン」

音威子府 おといねっぷ 音威子府駅「音威子府そば」

R40 126 332 ※びふかの先スピード注意！！ びふか

智恵文ひまわり畑 絵本の里けんぶち

旭川 あさひかわ

R237 25 357 ひがしがわ「道草館」

美瑛 パッチワークの路、パノラマロード

R237 25

到着 旭川 382 すがわら「塩ラーメン」or「旭川ラーメン村」

まわる鮨処すし六

8月21日 出発 旭川

(月) R39 181 層雲峡、大函 とうま 大函「頑固親父のソフトクリーム」

※石北峠先スピード注意！！ おんねゆ温泉

美幌

R334 95 276 東藻琴・県102号　個人の名前のついたバス停

※ウトロ手前スピード注意！！

ウトロ オシンコシンの滝 一休屋「鮭親子丼」

R334 32 308 知床峠 知床・らうす

羅臼 純の番屋 純の番屋「純のうに丼、トド肉」

R335～道950 65 373

野付 野付半島、トドワラ

道950～R244 117 490 ※斜里付近スピード注意！！ はなやか小清水

網走

R238 37 サロマ湖 北勝水産「焼き帆立＆帆立刺身」

到着 サロマ湖 527 キムアネップ岬

※夕食は宿泊先で

8月22日 出発 サロマ湖

(火) 道7～道308 42

端野

R39 17 59

美幌 美幌峠、屈斜路湖 ぐるっとパノラマ美幌峠 美幌峠「揚げいも」「熊笹ソフト」

R243 60 119

弟子屈 摩周湖 摩周温泉

R243～道885 45 164

～道150～北19号

開陽台 開陽台、北１９号線

北19号～道8 74 238

～R243～道道1127 新酪農村展望台

初田牛
道142～道123 67 305 霧多布湿原、ムツゴロウ動物王国

厚岸 厚岸グルメパーク 厚岸駅「牡蠣弁当」

R44～道1003 56 361

～R391

釧路湿原 釧路湿原・細岡展望台

R391 22 383

釧路 和商市場「勝手丼」

R240 80 463 しらぬか恋問、阿寒丹頂の里

阿寒湖 阿寒湖

R241 115 オンネトー、ナイタイ高原、十勝牧場 あしょろ銀河ホール21、足寄湖、ピア２１しほろ、おとふけ 帯広六花亭「サクサクパイ」

到着 帯広 578 鶴橋「豚丼」

居酒屋「たけとんぼ」いいかも

8月23日 出発 帯広

(水) R38 100 狩勝峠 南ふらの

南富良野 ※十勝清水付近スピード注意！！

道465～R237 55 155 自然体感しむかっぷ

日高 樹海ロード日高

R274～道38 70 225

夕張 石炭博物館、幸せの黄色いハンカチ想い出広場 夕張メロン、藤の家「カレーそば」

道3～R234～R274 72 マオイの丘公園

到着 札幌 297 大通公園、北大、羊が丘展望台 ジンギスカンのハシゴ

ウインタースポーツミュージアム

8月24日 出発 札幌 中央卸売市場で朝ごはん

(木) R5 36 銭函駅

小樽

R229～R5 67 103 余市宇宙博物館 スペースアップルよいち

積丹 食堂うしお「うに丼」

R229 50 153 オスコイ！かもえない

岩内 いわない

道66 40 193

ニセコ ニセコビュープラザ ミルク工房「ソフトクリーム」

道66～R230 66 259 細川たかし記念館 真狩フラワーセンター、230ルスツ、望羊中山 中山峠「揚げいも」

定山渓 定山渓

道1 42 301

小樽 小樽運河 北菓楼「北の夢ドーム」

R5 36 337 北一ホール「びっくりシュークリーム」

札幌

R36 78 心「スープカレー」

到着 苫小牧 415 23:50　フェリー発　(22:00には港着） すみれ「みそラーメン」

《新日本海フェリー》

8月25日 出発 苫小牧

(金) 新日本海フェリー 0

敦賀 北陸道 20:30　フェリー着

名神 175

到着 自宅 中国道 175

合計距離 2843


