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

勝手丼  
  

勝手丼とは和商市場内を廻って自分の好きな海産物を少しずつ買って、ご飯に乗せてもらって作る、自分だけのオリジナル

海鮮丼のことです。威勢の良いお兄さんやお姉さんと値段交渉するも良し、盛をサービスしてもらうも良し。できた勝手丼

を市場の中でかっこめば、北の市場の雰囲気が胃袋まで染み込みます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0018北海道釧路市黒金町 13-25  

アクセス 港より徒歩 12分(1km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
釧路和商市場 名物 勝手丼 
http://www.washoichiba.com/html/kattedon.html 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

  

釧路蕎麦  
  

東家に代表される「釧路蕎麦」は普通の蕎麦と違い、麺に健康食品のクロレラが練りこまれており、麺が緑色をしているの

が特徴です。親鳥からとった濃厚な出汁が絶品な「かしわぬき（「かしわそば」から蕎麦を抜いたもの）」と合わせていただ

き、釧路ならではのグルメを是非、ご堪能ください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0824北海道釧路市柏木町 3-19  

アクセス 港より徒歩 30分(2.3km) 

季節 通年 

関連リンク 
釧路そば商組合 
http://www.oh-soba.jp/ksk/index.html 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 
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釧路港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ  
  

釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯは、旅客ターミナルや避難施設としても活用されていますが、1階には新鮮な海産物

からお菓子などのお土産が揃うショッピングゾーン。2 階、3 階には港の屋台や霧のビール園などのグルメゾーン。また、

館内ではWi-fiのフリースポットを使用できます。5月中旬から 10月末まで、釧路港と幣舞橋を眺めながら、釧路ならでは

の味を楽しめる岸壁炉ばたがオープンいたします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0016北海道釧路市錦町 2-4  

アクセス 港より徒歩 5分(400ｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
釧路フィッシャーマンズワーフ MOO 
http://www.moo946.com/index.html 

お問合せ【（株）釧路河畔開発公社】 

電話番号:0154-23-0600 

ホームページ:http://www.moo946.com/index.html 

 

和商市場  
  

約 60 店舗のお店が並んでおり、港町で獲れる新鮮な海産物から果物、洋服まで買うことができる市民の台所。各地への発

送も充実しており、観光客からは送って喜ばれるお土産として利用されている。和商の名物は勝手丼でご飯を買い、市場の

お店をまわり好きな海産物を少しずつ乗っけて自分だけの海鮮丼を作ることができる。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0018北海道釧路市黒金町 13-25  

アクセス 港より徒歩 12分(1km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
釧路和商市場 
http://www.washoichiba.com/index.html 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

 

アイヌコタン  
  

民芸品と踊りの里と言われる阿寒湖アイヌコタンは、民芸品おみやげ店が数十店、北の味を楽しめる飲食店やアイヌ料理の

お店、喫茶店などがあります。また、阿寒湖アイヌシアターイコロでは、アイヌ古式舞踊をはじめとする舞踊や人形劇・イ

オマンテの火まつりなどを上演しており、アイヌの生活や文化を学ぶことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0467北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-7-19  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90分(73km) 

個人:バスで阿寒湖温泉下車 徒歩 5分(港より 73km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

15台 

関連リンク 
阿寒湖アイヌコタン 
http://www.akanainu.jp/ 

お問合せ【釧路市阿寒観光振興課】 

電話番号:0154-67-2505 l メールアドレス:ak-akankankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 
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釧路港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

釧路湿原  
  

釧路湿原は 1987 年に 28 番目に指定された日本の国立公園であり、日本最大の湿原です。一歩湿原に足を踏み入れればヨ

シやミズゴケ、ヒメカイウやクロユリなど湿生の草花が見ることができ、他の地域にはない特異性が感じられます。1980

年にはラムサール条約の登録湿地とされ、国際的にも高く評価されています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 個人:電車で釧路湿原駅下車 徒歩 20分(港より 20km) 

季節 夏 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 

釧路湿原国立公園連絡協議会 
http://www.kushiro-shitsugen-np.jp/ 
釧路湿原国立公園環境省 
http://www.env.go.jp/park/kushiro/ 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

  

阿寒湖  
  

火山活動で形成された広大なカルデラ湖である阿寒湖は、ヒメマスやイトウ、特別天然記念物のマリモといった希少な生物

の重要な生息地となっています。4月下旬～11月下旬には定期遊覧船が運航し、チュウルイ島でのマリモ観察や雄大で神秘

的な雄阿寒岳、雌阿寒岳の四季折々の自然を眺めることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0467北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-7-19  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90分(73km) 

個人:バスで阿寒湖温泉下車 徒歩 5分(港より 73km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

15台 

関連リンク 
阿寒観光協会-AKAN tourism info- 
http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

お問合せ【釧路市阿寒観光振興課】 

電話番号:0154-67-2505 l メールアドレス:ak-akankankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ： http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

  

幣舞橋  
  

北海道三大名橋の一つとして言われてきた幣舞橋は、全国で初めて橋上に彫刻を持つ橋として注目されました。また、釧路

港の夕日は、世界三大夕日に数えられ、幣舞橋から見える夕日は絶景スポットとして知られています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0015北海道釧路市北大通 1-1  

アクセス 港より徒歩 5分(450ｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
釧路観光コンベンション協会 幣舞橋 
https://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/3688/ 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ：http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 
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釧路港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

港文館  
  

釧路川を挟んでフィッシャーマンズワーフ MOO の反対側に位置する港文館は、明治 41 年に釧路を訪れた石川啄木が、新

聞記者として勤務した当時の釧路新聞社を再現した建物です。館内には釧路市の足跡をしのばせる昔の港湾計画図や、明治

末期の市街地が展示されている他、石川啄木ゆかりの関連資料が展示されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0847北海道釧路市大町 2-1-12  

アクセス 港より徒歩 15分(1.2km) 

季節 通年 

関連リンク 
港文館旧釧路新聞社社屋 
http://www.h-rokyo.com/kobunkan/index.html 

お問合せ【釧路市観光振興室】 

電話番号:0154-31-4549 l メールアドレス:ka-kankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ：http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

  

釧路大漁どんぱく  
  

大地の恵み・大海の幸・大空の華をテーマに開催される釧路大漁どんぱくは、花火があがる「どん」という音と、美味しい

ものを「ぱく」っと食べて楽しむことから名づけられました。北海道最大の三尺玉が目玉の花火大会をはじめ、釧路の味覚

を味わう、いい味イキイキくしろなど各種イベントをご堪能ください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0017北海道釧路市幸町 3-3  

アクセス 港より徒歩 3分(250m) 

季節 9月の第 1週の金、土、日曜日 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
釧路大漁どんぱく 
https://ja.kushiro-lakeakan.com/donpaku/ 

お問合せ【釧路大漁どんぱく連絡協議会（釧路観光コンベンション協会）】 

電話番号:0154-31-1993 l メールアドレス:mail@kushiro-kankou.or.jp 

ホームページ：http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

  

まりも祭り  
  

アイヌ語で「トーラサンペ（湖の妖精）」と呼ばれ、大切にされてきたマリモを保護するために行われたのが発祥とされて

います。専門家によるマリモについての講演や、アイヌ伝統の儀式のほか、タイマツ行進、まりも踊りなどのイベントが行

われています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒085-0467北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4-7-19  

アクセス 個人:バスで阿寒湖温泉下車 徒歩 5分(港より 73km) 

季節 秋 
観光バス 
駐車台数 

15台 

関連リンク 
阿寒観光協会-AKAN tourism info- 
http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 

お問合せ【釧路市阿寒観光振興課】 

電話番号:0154-67-2505 l メールアドレス:ak-akankankou@city.kushiro.lg.jp 

ホームページ：http://ja.kushiro-lakeakan.com/ 
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