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

海産物  
  

留萌沿岸ではエビやタコ、ホタテなどの海産物が獲れています。 

市内では留萌管内の新鮮な魚介類を刺身等で食べることができるほか、かずの子などの水産加工品も多くあり、各店で販売

をしております。 

  
 

 

所在地・開催地 北海道留萌市 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ:http://rumoi-rasisa.jp/ 

 

寿司  
  

市内には寿司店が多くあり、新鮮なネタを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 北海道留萌市 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
留萌寿司商組合 
http://www.rumoisushi.com/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ:http://rumoi-rasisa.jp/ 

 

お土産処 お勝手屋 萌  
  

NPO 法人留萌観光協会が運営している、留萌の特産品を販売するアンテナショップです。店内には様々な味付けのかずの

子や、各種水産加工品、お菓子、地酒、留萌市のゆるキャラ「KAZUMO ちゃん」のグッズなどが並んでいます。施設は観

光案内所も兼ねており、観光情報発信の拠点として役割を担っています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0048北海道留萌市栄町 3丁目 2-13  

アクセス 港より車で 10分(3km) 

季節 通年 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

問合せ先：お土産処お勝手屋 萌 

電話番号：0164-43-1100 メールアドレス：moe@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ：http://okatteya-moe.shop-pro.jp/ 
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黄金岬海浜公園  
  

日本海に沈む夕陽は絶景であり、ここから見る夕陽は「日本の夕陽百選」に選ばれています。岩場には磯ガニが生息してお

り、夏には海の家で販売しているエサ（イカ）で磯ガニ釣りも楽しめます。冬には珍しい「けあらし」を見ることができま

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0048北海道留萌市大町 2丁目  

アクセス 港より車で 10分(4km) 

季節 4月下旬～10月中旬 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ：http://rumoi-rasisa.jp/ 

  

千望台  
  

海抜 180メートルに位置する丘陵地帯で、留萌港を中心に広がる市街地を一望できる景勝地です。 

北の水平線には、国定公園の天売島・焼尻島の島影が望めます。 

夕景や夜景を望むには絶好のスポットです 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0035北海道留萌市礼受町  

アクセス 港より車で 15分(6km) 

季節 4月中旬～10月中旬 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ:http://rumoi-rasisa.jp/ 

 

海のふるさと館  
  

幕末に「のろし台」として利用された高台に建つ資料館です。 

施設内には留萌の歴史を道具や映像・レプリカ等によって再現してあり、留萌市を代表する施設でＮＰＯ法人留萌観光協会

の事務所を併設しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0035北海道留萌市大町 2丁目 3の 1  

アクセス 港より車で 10分(3km) 

季節 4月中旬～10月下旬 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ:http://rumoi-rasisa.jp/ 
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礼受牧場  
  

日本海や暑寒別岳を望み、近くには大型風車が立ち並ぶ風光明媚なスポットです。5月下旬から 6月中旬には菜の花が見ご

ろを迎えます。 

また、牧場内の畜産館トリムでは、ソフトクリームや「るもい浜焼き」を味わうことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0035北海道留萌市礼受町  

アクセス 港より車で 15分(6km) 

季節 4月下旬～10月中旬 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【留萌市農林水産課農政係】 

電話番号:0164-42-1837 l メールアドレス:nousui@e-rumoi.jp 

ホームページ:http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/13nousui/13nousui.htm 

 

ゴールデンビーチるもい  
  

ゴールデンビーチるもいは、砂浜から突き出した 3本の突堤と水中リーフに囲まれた波の静かな海水浴場です。 

シーズン中はキャンプを楽しむ家族連れで賑わっており、トーイングチューブなどのマリンスポーツも体験できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0035北海道留萌市沖見町 1丁目  

アクセス 港より車で 15分(5km) 

季節 7月上旬～8月中旬 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ：http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 

  

波灯の女  
  

「波灯の女」は、「女神像」をイメージしたデザイン灯台で、ブロンズを素材として使っており、世界的にも珍しい灯台で

す。 

安全な航海のための航路標識としてだけではなく、留萌港のシンボルとなっております。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0048北海道留萌市大町 1丁目 1  

アクセス 港より車で 10分(4km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【留萌市経済港湾課】 

電話番号:0164-42-1840 l メールアドレス:kouwan@e-rumoi.jp 

URL:http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/14keizaikouwan/14keizaikouwan.htm 
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旭川市旭山動物園に１番近い海の街留萌  
  

留萌市から、日本最北の動物園「旭山動物園」までは車で約２時間。留萌市は旭川市から１番近い海のある街です。園内で

は「ペンギン」や「アザラシ」、「ホッキョクグマ」をはじめ、110種類以上の動物たちが自然に生きている姿を観察するこ

とができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼 

アクセス 

個人：港より車で 120分(97.2km) 

ツアー：旭川電気軌道 旭山動物園線 旭山動物園下車す

ぐ(97.2km) 

季節 通年 

関連リンク 
旭川市旭山動物園 
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/ 
 

お問合せ【旭川市旭山動物園】 

電話番号：0166-36-1104 

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

 

 
 

るもい呑涛まつり  
  

「るもい呑涛まつり」は、留萌の夏の一大イベントで、初日は船場公園を会場に前夜祭が行われ、フィナーレには打上花火

が夏の夜空を彩ります。 

翌日は、大小十数基のあんどんと、約 400人のハネトが乱舞する迫力満点の「やん衆あんどん」が、市内目抜き通りを練り

歩きます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0005 北海道留萌市船場町２丁目 ほか  

アクセス 港より徒歩 20分(3km) 

季節 7月下旬 

関連リンク 

イベント情報 
http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/14keizaikouwan/02kank
ou/02event/evnt.htm 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/index01.html 

お問合せ【留萌市経済港湾課】 

電話番号:0164-42-1840 l メールアドレス:kankou@e-rumoi.jp 

URL:http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/14keizaikouwan/14keizaikouwan.htm 

 

うまいよ！るもい市  
  

「うまいよ！るもい市」では、るもいの旬の「うまい！」を満喫してもらうために、留萌地域の新鮮な魚介類・農産品の直

売やグルメ屋台を行うほかに、毎回旬の海産物を使った「もってけ！目玉企画」などのアトラクションをおこなっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒077-0041北海道留萌市明元町 5丁目  

アクセス 港より車で 10分(2km) 

季節 5月～7月 

関連リンク 
特定非営利活動法人 留萌観光協会 
http://rumoi-rasisa.jp/rumoide/ 
 

お問合せ【特定非営利活動法人 留萌観光協会】 

電話番号:0164-43-6817 l メールアドレス:info@rumoi-rasisa.jp 

ホームページ:http://rumoi-rasisa.jp/ 
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留萌港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

クルーズ歓迎イベント  
  

クルーズ船入港の際に、ブラスバンドもしくは太鼓などによる歓迎を行っております。寄港にあわせて、港内では臨時物産

展を開催し、留萌管内の特産品などを販売しております。また、寄港中には留萌市のゆるキャラ「KAZUMO ちゃん」に会

えるかもしれません。 

  
 

 

所在地・開催地 留萌港寄港岸壁前 

アクセス 港より徒歩 0分(0km) 

季節 随時 

関連リンク  

お問合せ【留萌市経済港湾課】 

電話番号:0164-42-1840 l メールアドレス：kankou@e-rumoi.jp 

URL:http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/14keizaikouwan/14keizaikouwan.htm 
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