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稚内港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

たこしゃぶ  
  

稚内は、ミズダコの水揚高全国一。新鮮なタコの足を繊維に沿って薄くスライスし、サッとダシにくぐらせて野菜とともに

食べる“たこしゃぶ”は、稚内の名物料理。お土産としても人気で、「稚内ブランド」にも認定されている。 

  
 

 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

ミズダコ 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/taberu/gyokai.html 
稚内ブランド公式ホームページ 
http://www.wakkanai-brand.jp/index.html 

お問合せ【稚内市建設産業部水産商工課】 

電話番号:0162-23-6467 l メールアドレス:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 

 

宗谷黒牛  
  

日本最北端に位置する宗谷岬牧場で生産した牛肉。安全・安心にこだわり、地元で収穫した自家産粗飼料を中心に与え、仔

牛から一貫生産により育てている。しっかりとした濃厚な赤身と、対照的に淡白な脂肪とのハーモニーが絶妙で、市内のレ

ストランで提供されるほか、お土産としても人気で、「稚内ブランド」にも認定されている。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

宗谷黒牛 

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/taberu/sonta.html 
稚内ブランド公式ホームページ 

http://www.wakkanai-brand.jp/index.html 

お問合せ【稚内市建設産業部水産商工課】 

電話番号:0162-23-6467 l メールアドレス:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 

 

勇知いも  
  

稚内市内の勇知地区で、安全・安心なクリーン栽培によって生産され、“YES!Clean”に登録されているじゃがいも。特に、

冬期間、雪氷貯蔵施設で保管された勇知いもは、春には果物並みの糖度となり、飲食店や菓子店からも注目を集めている。

「稚内ブランド」認定品。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
稚内ブランド公式ホームページ 
http://www.wakkanai-brand.jp/index.html 

お問合せ【稚内市建設産業部水産商工課】 

電話番号:0162-23-6467 l メールアドレス:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/  

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/taberu/gyokai.html
http://www.wakkanai-brand.jp/index.html
mailto:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/taberu/sonta.html
http://www.wakkanai-brand.jp/index.html
mailto:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/
http://www.wakkanai-brand.jp/index.html
mailto:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp
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稚内港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

JR 稚内駅周辺  
  

JR 稚内駅周辺では、稚内ならではの地元産品を買うことができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 約 15 分(約 1 ㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5 台 

関連リンク 
キタカラ KITAcolor 公式ホームページ 
http://www.kitacolor.com/ 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

宗谷丘陵ゲストハウスアルメリア  
  

宗谷での観光のあとにゲストハウスアルメリアでお土産を買うことができるほか、晴れた日には、隣接する宗谷丘陵展望休

憩施設でサハリンを望むことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒098-6758 北海道稚内市宗谷岬  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 約 50 分(約 30 ㎞) 

個人:バスで宗谷バス・天北宗谷岬線「宗谷岬」降車後約 10 分 

季節 7 月～9 月 
観光バス 
駐車台数 5 台 

関連リンク  

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

宗谷丘陵フットパスコース「白い道」  
  

宗谷丘陵フットパスコース「白い道」とは、北海道遺産にも指定されている宗谷丘陵の周氷河地形内にあるフットパスコー

スの一部です。フットパスとは、イギリスが発祥で、昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと「Foot（フット）」

ができる小路「Path(パス)」のことです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒098-6758 北海道稚内市宗谷岬  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 約 50 分(約 30 ㎞) 

個人:バスで宗谷バス・天北宗谷岬線「宗谷岬」降車後約 5 分 

季節 7 月～9 月 

関連リンク 

稚内フットパス 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/footpath/ 
宗谷丘陵周氷河地形 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp.e.dh.hp.transer.com/kanko/mi
dokoro/spot/syuhyogachikei.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

http://www.kitacolor.com/
mailto:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/
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http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp.e.dh.hp.transer.com/kanko/midokoro/spot/syuhyogachikei.html
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp.e.dh.hp.transer.com/kanko/midokoro/spot/syuhyogachikei.html
mailto:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/
http://www.google.co.jp/maps/@45.5182856,141.9340037,17z
http://www.google.co.jp/maps/@45.488488,141.884791,17z


 

- 3 - 

稚内港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

日本最北端の地の碑  
  

日本最北端の地の碑は、北緯 45 度 31 分 22 秒、宗谷岬の突端に位置し、まさに日本のてっぺんに建てられています。 

 碑は、北国のシンボル北極星の一稜をかたどった三角錐をデザインしたもので、塔の中央にあるＮの文字は「北」を、そ

して台座の円形は「平和と協調」を表しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒098-6758 北海道稚内市宗谷岬  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 約 50 分(約 30 ㎞) 

個人:バスで宗谷バス・天北宗谷岬線「宗谷岬」降車後すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 20 台 

関連リンク 
日本最北端の地の碑 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/midokoro/spot/
chinohi.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

稚内公園  
  

稚内市を訪れる観光客が必ずコースに取り入れる稚内公園は、観光の町・稚内のシンボル「氷雪の門」をはじめ、樺太に関

する多くのモニュメントが立ち並びます。 

他にも展望施設と郷土資料館が一緒になった「開基百年記念塔」などの施設もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒097-0000 北海道稚内市宗谷村ヤムワッカナイ  

アクセス 港より車で 約 15 分(約 3 ㎞) 

季節 7 月～9 月 
観光バス 
駐車台数 

18 台 

関連リンク 
稚内公園 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/midokoro/spot/
hopokinenkan.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

ノシャップ岬  
  

眼前には秀峰・利尻山と花の浮島・礼文島の島影を一望することができ、夕暮れ時には地平線に沈む夕日が感動的な情景を

つくりだしています。 

また 7～8 月頃の早朝、周辺の海岸では夏の風物詩である、利尻昆布の昆布採りの風景を見ることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒097-0026 北海道稚内市ノシャップ岬 2 丁目  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 約 20 分(約 5 ㎞) 

個人:バスで宗谷バス・稚内市内線「ノシャップ 2 丁目」降車後約 10 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4 台 

関連リンク 
ノシャップ岬 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/midokoro/spot/
noshappumisaki.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/midokoro/spot/chinohi.html
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稚内港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

稚内港北防波堤ドーム  
  

北海道遺産である北防波堤ドームは、稚内のシンボル的存在の建造物で、半アーチ形のデザインは、稚内の強風と高波を克

服するためのものです。 

樺太へと渡る人々で賑わった頃のシンボルでもあり、古代ローマ建築を想わせるそのさまは、世界でも類のない建築物とし

て注目を浴びています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒098-6758 北海道稚内市海運 1 丁目  

アクセス 港より徒歩 約 15 分(約 1km) 

季節 通年 

関連リンク 
稚内港北防波堤ドーム 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp.e.dh.hp.transer.com/k
anko/midokoro/spot/domu.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

稚内みなと南極まつり  
  

稚内みなと南極まつりは、「稚内南極おどり」と「北海てっぺんおどり」の 2 つの踊りや、大花火大会、観光物産まつり、

パフォーマンスの祭典なども実施される、稚内の短い夏を彩る一大イベントです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒097-0022 北海道稚内市中央 2 丁目  

アクセス ツアー:係留バースより徒歩 約 15 分(約 1 ㎞) 

季節 8 月第 1 土曜日・日曜日 
観光バス 
駐車台数 6 台 

関連リンク 
稚内みなと南極まつり 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/event/nankyok
umatsuri.html 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-23-6468 l メールアドレス:kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 

 

JAPANCUP 全国犬ぞり稚内大会  
  

“犬たちの甲子園”と呼ばれるほど、迫力のある犬ぞりレースが行われる他、犬ぞり体験や愛犬と一緒に参加できるコーナ

ー、冬のわっかない観光物産まつりも同時開催予定です。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒097-0021 北海道稚内市声問（大沼野鳥観察館横特設会

場）  

アクセス ツアー:係留バースより車で約 25 分(約 15 ㎞) 

季節 2 月下旬 
観光バス 
駐車台数 

4 台 

関連リンク 
JAPAN CUP 全国犬ぞり稚内大会 
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/event/inuzori.ht
m 

お問合せ【稚内市建設産業部観光交流課】 

電話番号:0162-24-6481 l メールアドレス: kankokoryu@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/ 
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