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

網走ちゃんぽん  
  

長崎・雲仙の歴史と北海道・網走の食文化が融合したご両地グルメ「網走ちゃんぽん」は、雲仙市小浜の「小浜ちゃんぽん」

を網走産の食材でアレンジし、おいしく仕上げました。遠く離れた北と南のマチが力を合わせた一杯。ふるさとを愛する人

たちの熱い気持ちがこもった「網走ちゃんぽん」は体だけでなく心も温めてくれます。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0003 北海道網走市南 3条東 4丁目  

アクセス 港より車で 5分(2km) 

季節 通年 

関連リンク 
雲仙&網走ご両地グルメ網走ちゃんぽん研究会 
http://www.abashiri-champong.jp/index.html 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

オホーツク網走ザンギ丼  
  

網走産のオホーツクサーモンの美味しさを広く知ってもらうために作られたご当地グルメです。網走産のオホーツクサーモ

ンを天然の調味料である白魚醤油に漬け込んで揚げた「網走ザンギ」を北海道産のご飯の上にのせた料理です。魚嫌いのお

子様もお肉感覚で食べられるので好評です。 

   

 

 

所在地・開催地 〒093-0003 北海道網走市南 3条東 4丁目  

アクセス 港より車で 5分(2km) 

季節 通年 

関連リンク 
infoあばしり（網走市観光協会 HP） 
http://www.abakanko.jp/food/index.html 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

ジェラート・ソフトクリーム  
  

網走産の牛乳を使ったジェラートやソフトクリームは濃厚でコクのある深い味わいです。その他にも、網走でしか味わうこ

とのできない地元食材を使ったスイーツがたくさんあります。 

 

    

 

所在地・開催地 〒099-2421 北海道網走市字呼人 418番地  

アクセス 港より車で 25分(12km) 

季節 通年 

関連リンク 
リスの森 
http://www.risunomori.com/ 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 
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網走港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

道の駅「流氷街道網走」  
  

網走川河口に位置し、オホーツク海や知床半島を一望できるみなと観光交流センター。当センターは道の駅としての機能も

兼ね備えています。観光情報を始めとした地域の多様な情報発信や、地元の農水産加工品の販売などを行っており、冬期間

は流氷観光砕氷船「おーろら」の発着場として流氷観光の拠点にもなっています。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0003 北海道網走市南 3条東 4丁目  

アクセス 港より車で 5分(2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 16 台 

関連リンク 
北の道の駅 
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/data/105/each.htm 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

オホーツク流氷館  
  

流氷とオホーツク海の生き物をテーマとする科学館です。流氷体験室では、真夏でも本物の流氷に触ることができます。マ

イナス 15 度に設定された室内では、濡れたタオルを振り回して凍らせる「シバレ体験」が楽しめます。また、流氷の天使

「クリオネ」を間近で見ることができます。2015年 8月新築オープン。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0044 北海道網走市天都山 245-1   

アクセス 個人:バスでオホーツク流氷館下車すぐ 17分(港より 7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 約 50 台 

関連リンク 
オホーツク流氷館の『旬感』ポータルサイト 
http://www.ryuhyokan.com/ 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

博物館網走監獄  
  

明治時代から網走刑務所で実際に使用されていた建物を移築・修復して保存公開している野外博物館です。明治 29 年築の

獄舎「五翼放射状平屋舎房」は、刑務所の施設としては現存日本最古かつ同形式の木造建築としては世界最古です。また、

北海道開拓使とともに歩んだ刑務所の歴史などの展示物も豊富です。 

   

 

 

所在地・開催地 〒099-2421 北海道網走市字呼人 1-1   

アクセス 個人:バスで博物館網走監獄下車すぐ 12分(港より 8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 20 台 

関連リンク 

博物館網走監獄 
http://www.kangoku.jp/ 

 

 

 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 
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http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

あばしりフロックス公園  
  

呼人地区の丘陵地約 10haに約 15万株のフロックスが咲き乱れる公園です。園内はフロックスの花などが咲くほか、網走湖

や女満別方面の平野が一望できます。また、園路にはホタテの貝殻が敷き詰めてあり、フロックスの赤・ピンク・紫と、園

路の白、そして空のオホーツクブルーが一つのキャンバスに描かれています。 

   

 

所在地・開催地 〒099-2421 北海道網走市呼人 465   

アクセス 個人:港より車で 25分(13km) 

季節 ７月下旬～９月上旬 
観光バス 
駐車台数 数台 

関連リンク 
旅なび！網走 
http://abashiri.jp/tabinavi/02spot/phloxpark.html 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

北方民族博物館  
  

北海道立北方民族博物館は北方地域を専門とする点で日本では唯一の、そして世界的にも数少ない民族学博物館です。常設

展示では北方地域の諸民族の文化とその形成に関わりの深い先史文化を紹介しています。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0042 北海道網走市字潮見 309-1   

アクセス 個人:バスで北方民族博物館下車すぐ 19分(港より 7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 約 10 台 

関連リンク 
北海道立北方民族博物館 
http://hoppohm.org/index2.htm 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

モヨロ貝塚館  
  

大正 2年、網走川河口左岸の平地の地中から遺跡が発掘されました。アイヌ文化の人々や、現存するどの民族とも違う彼ら

を当時「モヨロ人」と呼び、この地はモヨロ貝塚と命名されました。オホーツク海周辺に栄えたオホーツク文化の遺跡とい

うことが後に明らかになり、その代表的な遺跡として世界的にも有名になった施設です。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0051 北海道網走市北 1条東 2丁目  

アクセス 港より車で 8分(3km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 3 台 

関連リンク 
史跡最寄貝塚モヨロ貝塚館 
http://moyoro.jp/ 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 
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知床世界自然遺産  
  

平成１７年に知床は世界自然遺産に登録されました。登録に当たっては、流氷が育む豊かな海洋生態系と原始性の高い陸息

生態系の相互関係に特徴があること、シマフクロウ、シレトコスミレ等の世界的な希少種やサケ科魚類、海棲哺乳類等の重

要な生息地を有すること等が評価されました。 

   

 

所在地・開催地 〒099-4354 北海道斜里郡斜里町ウトロ西 186－10   

アクセス 個人:港より車で約 90分(75km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 8 台 

関連リンク 
知床斜里町観光協会 
http://www.shiretoko.asia/index.html 

お問合せ【知床斜里町観光協会】 

電話番号:0152-22-2125 l メールアドレス:welcome@shiretoko.asia 

ホームページ:http://www.shiretoko.asia/index.html 

 

網走感動朝市  
  

網走港に期間限定で開催される朝市です。地元の海産物や農作物、乳製品を扱うお店が集まり買い物を楽しむことができま

す。また、その場で新鮮な食材をつかった朝食を味わうことができます。 

   

 

所在地・開催地 〒093-0032 北海道網走市港町 4   

アクセス 港より徒歩 10分(1km) 
観光バス 
駐車台数 約 5 台 

季節 7月～9月 

関連リンク 

旅なび！網走 
http://abashiri.jp/tabinavi/01events/index.html 
infoあばしり（網走市観光協会 HP） 
http://www.abakanko.jp/index.html 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 

 

あばしりオホーツク夏まつり  
  

網走の夏を楽しむお祭り「あばしりオホーツク夏まつり」。中心商店街が歩行者天国になり毎年 1000人が踊る「流氷おどり」

や、市内の小・中・高生が参加する「音楽大行進」が行われます。圧巻は「花火大会」。港ならではの尺玉の迫力が体感で

き、オホーツクの海と空が美しい大輪の花火で彩られます。 

   

 

 

所在地・開催地 〒093-0014 北海道網走市南４条西１丁目  

アクセス 港より車で 8分(2km) 

季節 ７月下旬 

関連リンク 

旅なび！網走 
http://abashiri.jp/tabinavi/01events/event_natsumatsuri.html 
あばしりオホーツク夏まつり実行委員会 
http://www.cci.knc.ne.jp/summer-festival/ 

お問合せ【一般社団法人網走市観光協会】 

電話番号:0152-44-5849 l メールアドレス:info@abakanko.jp 

ホームページ:http://www.abakanko.jp/ 
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