スタンプラリーシート
Stamp Checkpoint Rally Sheet

シーニックバイウェイ北海道 萌える天北オロロンルート
Scenic Byway Hokkaido, Moeru Tenpoku Ororon Route

期間中、
留萌管内の道の駅､シーニックカフェ、
情報拠点を巡り所定のスタンプを押印して応募すると、抽選で留萌管内の特産品をプレゼント !!

道の駅･シーニックカフェ＋ 情報拠点

日本語
English

スタンプラリー 2017

道の駅

Michi-no-Eki Teshio
ADDRESS: 4-Chome-7227-2, Shinkaidori,Teshio-gun, Teshio-cho
TEL: 01632-9-2155
Stamp availability: 9:00~19:00 during the open season (May~Oct.)
Holidays: None

2017 Stamp Checkpoint Road Rally for Roadside Rest Areas,
Scenic Cafes and Information Centers in Rumoi Sub-Prefecture

実施
期間

4/29

（土）

Active period

Sat

10/9

（月）

〜

Starts from Golden Week!

ロロン賞
オ

（10月10日(火) 消印有効）

るもいの特産品をプレゼント!!

Send in your stamp sheet to participate in a lottery for specialty goods!

ルート賞

チ
各マ 賞

ス

※昨年度賞品

※昨年度賞品

【条件】道の駅６カ所
＋シーニックカフェ1カ所以上
＋情報拠点1カ所以上 押印

【条件】道の駅4カ所以上
＋シーニックカフェ1カ所以上
＋情報拠点1カ所以上 押印

3,000円相当の

1,000円相当の

るもい の特産品詰合せ

Wチャンス!!
全ての応募者の中から
抽選で るもい の特産品

るもい の特産品詰合せ

抽選で5 名様

抽選で20 名様

Ororon Award

Conditions:
・Receive stamps at all 6 roadside rest areas
・Receive stamps at 1 or more of the scenic
cafes
・Receive stamps at 1 or more of the
information desks
5 applicants will receive a prize of
specialty goods worth 3,000 yen.

Route Award

Conditions:
・Receive stamps at 4 or more roadside rest
areas
・Receive stamps at 1 or more of the scenic
cafes
・Receive stamps at 1 or more of the
information desks

人数･金額は
ナイショ♥

Double Chance Award

Conditions:
All applicants are eligible to win in the double
chance lottery.
The number of applicants and the prize value
will not be revealed until the lottery date.

20 applicants will receive a prize of
specialty goods worth 1,000 yen.

FM Moeru 76.9 MHz

インターネットサイマルラジオ配信中!!
Simultaneous FM radio broadcast is currently accessible
via the internet.

The original Moe Karuta playing cards are designed with scenes from the
natural world of Rumoi sub prefecture. There are 48 cards in all, which can be
played in the same manner as traditional hanafuda.

スタンプラリーシートに対象道の駅とシーニックカフェ及び情報拠点で所定のスタンプを押し、下記左の記入
欄に必要事項（住所、氏名、電話番号、年齢、性別）を記入して、各道の駅またはシーニックカフェ担当者に
お渡しください。郵送する場合は、下記まで封書にて郵送してください。（10月10日(火) 消印有効）

※お一人様一枚の応募に限らせていただきます。ご応募いただいた方の個人情報は、商品の発送および、個人と特定・識別
できる個人データの項目を削除して、個人を特定しない統計資料作成（公表を含みます）のために利用する場合があります。

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

Application Process
Obtain the stamps for your card at the designated roadside rest areas, scenic cafes and information desks. Be sure to fill in the necessary personal
information (address, name, telephone number, age, gender) on the back of the stamp card before returning it the staff at the rest areas and scenic
cafes. You can also mail your stamp card to the address listed below (postmark valid through October 10th). Be advised that only one stamp card per
person will be valid. Prizes will be sent directly to the lottery winners with no prior notification. The personal information provided on the application
form will be used to deliver goods. The applications may also be edited to conceal personal information for use to compile data related to this lottery.

封書での応募先
地域情報受発信システム実行委員会

〒077-0005 北海道留萌市船場町２丁目 JR留萌駅２階 株式会社エフエムもえる内

Mail application forms to: Chiiki Jouhou Juhasshin System Jikkou Iinkai
077-0005 Hokkaido, Rumoi City, Funaba cho, 2 chome JR Rumoi Station 2 Fl. FM Moeru Co.Ltd.

お問い合わせ TEL 0164-42-3871 FAX 0164-42-2200 (Japanese language only)
■主催／萌える天北オロロンルート

ルビジタ
シャ 名限定 ー賞
1
ペ
萌か留たプレゼント!!

Special
Visitor
Award

■企画･運営／地域情報受発信システム実行委員会

Michi-no-Eki Fujimi
ADDRESS: 46-1, Fujimi, Teshio-gun, Embetsu-cho
TEL: 01632-7-3939
Stamp availability: Farm stand open hours (9:00~17:00)
Rest area restaurant hours (10:00~18:45)
Holidays:
Farm stand is open daily from April to October
The restaurant is closed on Tuesdays during the open season
(Apr~Dec), but the stamp will be available in the rest area bathroom
on restaurant holidays.

①道の駅 てしお
▪住所 天塩郡天塩町新開通4丁目
▪TEL 01632-9-2155
▪押印可能な時間 9:00〜19:00（5月〜10月）
▪休館日 無休

Michi-no-Eki Romantic Road Shosanbetsu
ADDRESS: 153-1, Toyosaki, Tomamae-gun, Shosambetsu-mura
TEL: 0164-67-2525
Stamp availability: Misaki Center from 7:00~10:00
Michi-no-Eki from 10:00~21:00
Holidays: Tuesdays (stamp available from 9:00~19:00
at the Misaki Center on Tuesdays)

②道の駅 富士見
▪住所 天塩郡遠別町字富士見46番地1
▪TEL 01632-7-3939
▪押印可能な時間 直売所 9:00〜17:00
レストラン10:00〜18:45
▪休館日 直売所 無休（4〜10月）
レストラン 火曜日（4〜12月）
※レストランが休みの時は､
さわやかトイレにスタンプがあります

Teshio Onsen (hot spring) Yubae Restaurant

⑦てしお温泉夕映 レストラン

【飲食をされた方対象】

▪天塩郡天塩町サラキシ5807-4
▪TEL 01632-2-3111
▪営業 11:30〜14:30（土日祝11:00〜）
17:30〜21:00（土日祝17:00〜）
▪定休 無休
Restaurant Tongarikan

Michi-no-Eki Hot Haboro

【飲食をされた方対象】

▪天塩郡遠別町字富士見46番地1
▪TEL 01632-7-3939
▪営業 11:00〜19:00（4月〜12月）
▪定休 火曜日

Restaurant Hokkyokusei (Polar Star)

⑨レストラン北極星

▪住所
▪TEL
▪営業

苫前郡初山別村字豊岬153
0164-67-2234
10:00〜17:00
（4月下旬〜9月末）
▪定休 水曜日

Lounge Windmill

⑩ラウンジ Windmill

【飲食をされた方対象】
▪住所
▪TEL
▪営業
▪定休

③道の駅
☆ロマン街道しょさんべつ
▪住所 苫前郡初山別村字豊岬153番地1
▪TEL 0164-67-2525
▪押印可能な時間 岬センター 7:00〜10:00
道の駅 10:00〜21:00
▪休館日 火曜日
（休館日は岬センターで、9:00〜19:00の間押印可能）

Michi-no-Eki Fuwatto Tomamae

④道の駅 ほっと♡はぼろ
▪住所 苫前郡羽幌町北3条1丁目29番地
▪TEL 0164-62-3800
▪押印可能な時間 7:00〜22:00 ホテルフロント付近
▪休館日 無休

⑪ふなばカフェ

【飲食をされた方対象】
▪住所
▪TEL
▪営業
▪定休

⑫喫茶ポルク

Michi-no-Eki Obira Herring Fishermen’s Cottage

▪住所
▪TEL
▪営業
▪定休

ADDRESS: Onishikahirotomi, Rumoi-gun, Obira-cho
TEL: 0164-56-1828
Stamp availability: Open hours (9:00~18:00)
Holidays: None

情報拠点

Information Centers
Okatteya Moe Tourist Information
Center and Gift Shop

⑬留萌おみやげ処 お勝手屋 萌

▪住所
▪TEL
▪営業
▪定休

⑤道の駅 風Wとままえ
▪住所 苫前郡苫前町字苫前119番地1
▪TEL 0164-64-2810
▪押印可能な時間 7:00〜22:00 ホテルフロント
▪休館日 無休

⑥道の駅 おびら鰊番屋
▪住所 留萌郡小平町鬼鹿広富
▪TEL 0164-56-1828
▪押印可能な時間 9:00〜18:00
▪休館日 無し

Condition for receiving a
stamp at the scenic cafes:

留萌市栄町3丁目2-13
0164-43-1100
9:00〜18:00
年末年始のみ

Funaba Kanritou (Funaba Park
Administrative Building)

⑭船場公園管理棟
▪住所
▪TEL
▪開館
▪休館

Stamps are available only after a
purchase of food or beverage

■協力／北海道地区「道の駅」連絡会、留萌開発建設部道路計画課

増毛郡増毛町見晴町1058-11
0164-53-3485
10:00〜20:00
水曜日

（観光案内所）

シーニックカフェでの
スタンプ押印条件

A number of the scenic cafes are
open only until October, so
please send in your application
as soon as possible.

留萌市船場町2丁目114
0164-43-1501
9:00〜18:00（5月、9月）
9:00〜19:00（6月〜8月）
9:00〜17:00（10月〜4月）
年末年始のみ
Café Polku

【飲食をされた方対象】

★Not for sale, Rare Item!!!!

※シーニックカフェにおいて一部
10月までで、営業が終了する
お店があります。
ご応募の方はお早めに!!

苫前郡苫前町字苫前119番地1
0164-64-2810
11:30〜20:30
無休

Funaba Café

ADDRESS: 119-1, Tomamae, Tomamae-gun, Tomamae-cho
TEL: 0164-64-2810
Stamp availability: 7:00~22:00 at the hotel front desk
Holidays: None

☆飲食をされた方☆

9月30日まで

【飲食をされた方対象】

ADDRESS: 1Chome-29, Kita 3 jo, Tomamae gun, Haboro-cho
TEL: 0164-62-3800
Stamp availability: hotel front desk from 7:00~22:00
Holidays: None

Foreign Visitors

Conditions:
Non-Japanese applicants with a
foreign address are eligible for
this prize only.
・Receive stamps at 4 or more
roadside rest areas
・Receive stamps at 1 or more
of the scenic cafes
・Receive stamps at 1 or more
of the information desks
1 applicant will receive the
complete set of Moe Karuta
original Japanese playing
cards.

※営業期間等は変更となる場合もありま
すので事前にお問い合わせください

⑧レストランとんがりかん

外国人観光客対象

The complete set of original
Hanafuda Moe Karuta
(Hanafuda is a traditional Japanese card game)

http://www.moeru.fm

Scenic Cafe

★10/10(Tue) Postmark valid

〜 今年はゴールデンウィークから実施!! 〜

応募者には抽選で

応募
方法

Mon

シーニックカフェ

Michi-no-Eki (Roadside Rest Areas)

留萌市船場町2丁目114
0164-43-1501
9:00〜18:00（5月、9月）
9:00〜19:00（6月〜8月）
9:00〜17:00（10月〜4月）
年末年始のみ／トイレ24時間

Mashike Tourist Information Center

対象道の駅（全６カ所）、
シーニックカフェ
（全６カ所）、
情報拠点（全３カ所）の詳細は裏面をご確認ください。
この応募用紙は､2017年度WEBサイト
（http://www.rumoiclub.net/ororonstamp2017）でもダウンロード可能です。

The 6 participating roadside rest areas, 6 scenic cafes and 3 information
centers are listed by number on the back of this sheet.

スタンプラリーの対象施設は裏面へ

⑮増毛町駅前観光案内所

▪住所 増毛郡増毛町弁天町１丁目
▪TEL 0164-53-1108（期間中のみ）
▪開館 9:30〜16:30
冬季間のみ休業

スタンプラリー対象施設

Stamp Checkpoint Rally Facilities

① 道の駅 てしお

Stamp Checkpoint Rally Facilities

② 道の駅 富士見

天塩町

Michi-no-Eki Teshio

Teshio Town

③ 道の駅 ☆ロマン街道しょさんべつ 初山別村

遠別町

Michi-no-Eki Fujimi

Embetsu Town

Michi-no-Eki Romantic Road Shosanbetsu

④ 道の駅 ほっと♡はぼろ

Shosanbetsu Village

⑤ 道の駅 風Wとままえ

羽幌町

Michi-no-Eki Hot Haboro

Haboro Town

Michi-no-Eki Fuwatto Tomamae

スタンプラリー対象施設

⑥ 道の駅 おびら鰊番屋

苫前町
Tomamae Town

Michi-no-Eki Obira Herring Fishermen’s Cottage

小平町
Obira Town

レストラン、売店併設。町内観光
案 内 所 も 兼 ね て いる。ほっきカ
レーや、しじみラーメンなど天塩
グ ル メが 味 わ える 。ギャラリー
コーナーには天塩町出身の芸術
家による絵画や陶芸作品が展示。

特産品直売所では遠別自慢の海
産物やおみやげを販売。軽食も食
べられる。地元農家の奥さんたち
による直売所フレッシュ市場花菜
夢（かなむ）では獲れたて野菜や花卉
も販売
（期間限定・毎週日曜開催）
。

初山別産真フグの骨をだしに使っ
たフグだしラーメンが味わえる。道
の駅弁当福多幸（ふぐたこ）弁当、ハ
スカップ製品や、地元水産加工品
も販売。地元のタコ､フグ､ホタテ
などのバーベキューも人気。

はぼろ温 泉 サンセットプラ ザ 内 、
はぼろバラ園隣接。レストラン二
島物語では羽幌えびタコ焼き餃
子定食や羽幌えび塩ラーメンな
ど、羽幌産甘えびやタコを使った
ご当地グルメが味わえる。

温泉・宿泊施設併設。レストラン風
夢（ふうむ）では地元海鮮料理や定
食が味わえる。ソフトクリームは
トップシーズンで300個以上売れ
るほど人気。海水浴場やキャンプ
場もすぐ近く。

重要文化財旧花田家番屋隣接。
観光交流センターでは、地元の特
産 品 の 販 売 、歴 史 文 化 保 存 展 示
ホール、休憩コーナーもある。
食堂では小平自慢の海の幸を味
わえる。

The Teshio tourist information center is located at this roadside
rest area. There is also a gift shop and a restaurant where you
can enjoy unique local delicacies such as ramen with freshwater
clams and curry with surf clams. Paintings and pottery works by
artists from Teshio are on display in the facility gallery.

You can buy local marine products and souvenirs at the
shop located in this rest area. Light meals can also be
purchased here. Local farm wives sell fresh produce and
flowers at the seasonal farm-stand Kanamu (open on
Sundays only).

You can enjoy a delicious bowl of ramen which features broth made
from the bones of locally caught puffer fish. Unique items such as the
Fugutako lunch box, products made from haskap berries and local
marine products can also be purchased here. The seafood barbeque,
which includes octopus, pufferfish and scallops, is another popular
gourmet attraction available at the Shosanbetsu roadside rest area.

The Haboro hot spring is located within the Sunset Plaza Hotel,
which is adjacent to the Haboro Rose Garden. At the restaurant
Nito Monogatari, you can enjoy meals which feature gourmet
items such as pot stickers made with locally caught octopus and
deep water shrimp, or salt ramen garnished with deep water
shrimp.

This rest area features both a hot spring and facilities for accommodation.
You can enjoy meals with locally caught seafood at the restaurant
Fuumu. The popularity of the soft ice cream here is evidenced by
sales which often top 300 cones a day. A swimming beach and camp
grounds are also located nearby.

This rest area is adjacent to the Hanada Banya, which was
designated as an Important Cultural Property of Japan. You can
purchase local specialty products at the center for tourism or
enjoy the exhibit of cultural heritage and open rest area which is
located within the facility. The cafeteria here serves meals
featuring a bountiful variety of locally caught seafood.

シーニックカフェ

⑦てしお温泉夕映 レストラン

シーニックカフェ

⑧レストランとんがりかん

天塩町

Teshio Onsen (hot spring) Yubae Restaurant

Restaurant Tongarikan

Teshio Town

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます
↑稚内方面
道の駅てしお

天 塩 産しじみを惜しげもなく使ったしじみ
ラーメン、
しじみパスタはオススメ。
A generous portion of freshwater clams from Teshio
top the ramen and pasta served at this restaurant.

蛸おこわ

情報拠点

増毛町

Café Polku

Shosanbetsu Village

情報
拠点

（観光案内所）

⑬おみやげ処 お勝手屋 萌

留萌市

Okatteya Moe Tourist Information Center and Gift Shop

Mashike Town

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます

Rumoi City

岬センター

情報
拠点

⑭船場公園管理棟

English
OK!

Funaba Kanritou (Funaba Park Administrative Building)

Rumoi City

↑小平方面

ジャコーレ

シフォンケーキ

日 本 海

↓増毛方面

お勝手屋 萌

深川方面→

情報
拠点

Soft ice cream and the popular “Crispy
Soft” cone are popular items at this
lounge-style café. We also recommend
the Fuwatto Shrimp Burger to hungry
travelers.

日 本 海

深川方面→

札幌方面→

You can enjoy the park golf course and dog run
free-of-charge. A tourist concierge is located within the
administrative building.

A tourist information center is located in the immediate vicinity of the Mashike
JR station. This building was the set for the popular movie “Station”.

所

〒

-

② このスタンプラリー対象の「道の駅」でもう一度行きたい道の駅はありますか？
その理由も教えてください。

③ ルート内で道の駅以外でもう一度行きたい場所はありますか？
その理由も教えてください。

名

Entry date

電話番号

Phone Number

Age

齢

What other facilities and businesses would you like to visit again on this route and why?

応募日

Full name

年

歳

性

パブリックメディア型観光情報サイト

別

Gender

月

日

month

day

□ 男性
□ 女性
male
female

④ このスタンプラリー対象の「道の駅」でお気づきの点はありますか？
[ 駅名／良い点・悪い点等 ]

Do you have any opinions concerning the roadside rest areas on this stamp rally?

⑤ このスタンプラリー対象の「シーニックカフェ・情報拠点」でお気づきの点はありますか？
[ 店名・情報拠点／良い点・悪い点等 ]
Do you have any opinions concerning the scenic cafes and information centers on this stamp rally?

留萌管内８市町村＋天売・焼尻島の
お店や観光情報、手書きまっぷを
掲 載 。留 萌 管 内
道の駅ほか観光
施設等で配布。
るもい食楽歩HP
でもダウンロード
できます！

MAPエリア

❸道の駅 ☆ロマン街道
しょさんべつ
天売島

「道の駅SPOT（スポット）」
ご利用案内
http://www.rumoiclub.net

「道の駅情報」や
「道路情報」を
公衆無線LANから
60分間無料で
利用できます

アクセスポイント(SSID)MICHI-NO-EKIを選択
ブラウザを起動すると登録用ページに移動

天塩町
❼天塩温泉夕映
レストラン
❽レストランとんがりかん

❷道の駅 富士見

羽幌

焼尻島

沿海
フェ
リー

❹道の駅 ほっと♡はぼろ
日 ❺道の駅 風Wとままえ
❿ラウンジWindmill
本
海

オロロン散歩道シリーズ【全９種】

幌延町

❶道の駅 てしお

札幌

道路に関する連絡先

＃9910

旬の留萌管内の観光やイベント情
報 など、様 々 な 情 報を紹 介！観 光
PR動画や映像コンテンツも充実。

宗谷本線

旭川

道路に異状を
発見したら

How many times have you visited Rumoi sub prefecture? (for those who live outside this area)
(1)First time (2)2〜5 Times (3)5 or more times *please check the appropriate box

Which of the participating roadside rest areas would you like to visit again and why?

氏

留萌管内の食･宿泊･観光･イベント情報など

稚内

増毛町駅前観光案内所

This building doubles as a souvenir shop and the tourist information center.
There is a wide selection of local specialty products and souvenirs which
feature the iconic character of Rumoi “Kazumo-chan”.

Address

稚内空港

稚内市

幌富バイパス
リンゴの
増毛駅
看板

The curry, pasta and cake at Polku are nothing but
delicious. Organic beans are roasted on-site for a
perfect cup of coffee.

住

オ
ホ
ー
ツ
ク
海

豊富バイパス

増毛町駅前すぐ近くにある観光案内所。映画「駅 STATION」ロケ地
にもなった建物。

【アンケートにご協力をお願いします】Questionnaire

ソフトクリーム

喫茶ポルク

↓増毛方面

① 留萌管内を訪れたのは何回目ですか？（留萌管外からお越しの方対象）
□(1) 初めて □(2) 2〜5 回目 □(3) 5 回以上 □にチェックを入れてください

The soft ice cream sold here is a particularly
popular item and a variety of drinks are also
available. Why not enjoy a sip of something
delicious after getting some exercise or
playing a game of park golf!

←留萌方面

パークゴルフ場、
ドッグラン無料。管理棟には
観光コンシェルジュが常駐している。

Application Form Please fill in the necessary information

人気のソフトクリーム他
ドリンクメニューを販売。パークゴルフや
遊具で一汗かいた後は軽く一服しよう。

Mashike Town

観光案内所も兼ねたおみやげ屋さん。数の子製品をはじめ留萌管
内特産品の品揃えが豊富。

必要事項を記入の上お申し込みください。

船場公園管理棟内に
あります !!

スタンプは観光案内所内に設置してあります

人気メニューはカレー、パスタ、ケーキ。自家
焙煎の有機豆コーヒーが美味しい。

応募用紙

Rumoi City

増毛町

Mashike Tourist Information Center

ＪＲ留萌駅
お勝手屋 萌

日本海

留萌市

情報拠点とWで押印チャンス!!

ソフトクリーム・パリパリソフトが人気。
旅 の 腹ごしらえにエビたっぷりの ふ
わっとエビバーガーもオススメ。

⑮増毛町駅前観光案内所

留萌港

船場公園

日本海

札幌方面→

情報
拠点

船場公園
管理棟

黄金岬

ＪＲ留萌駅
リンゴの
観光案内所
増毛駅
看板

情報拠点

スタンプは管理棟内に設置してあります

黄金岬
留萌港

ソフトクリーム・パリパリソフト

English
OK!

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます

道の駅 風Wとままえに
あります !!

ふわっとえびバーガー

留萌市

⑪ふなばカフェ

Funaba Café

道の駅とWで押印チャンス!!

Enjoy ramen and other meals made with pufferfish from the
nearby ocean. Haskup berry-flavored ice cream is another
popular gourmet item.

情報拠点

Tomamae Town

シーニックカフェ

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます

名物フグだしラーメンやそば・うどんが味わえる。
地元産ハスカップを使ったハスカップソフトが人気。

↑小平方面

喫茶ポルク

北極星

苫前町

Lounge Windmill

羽
幌
方
面
→

道の駅

しょさんべつ
天文台

ハスカップソフト

スタンプは店内に設置してあります

←留萌方面

⑩ラウンジWindmill

←
稚
内
方
面

日 本 海

Local octopus and glutinous rice are
combined to make Tako okowa, a
popular type of comfort food. This meal
can also be purchased as take-out food.

シーニックカフェ

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます
豊岬海水浴場

遠別産もち米、遠別産タコを使ったご
当地メニュー「蛸おこわセット」が好評。
持ち帰り用の弁当「蛸おこわ」もある。

↓羽幌方面

⑫喫茶ポルク

初山別村

Restaurant Hokkyokusei (Polar Star)

道の駅 富士見に
あります !!

鏡沼海浜公園キャンプ場

シーニックカフェ

⑨レストラン北極星

道の駅とWで押印チャンス!!

てしお温泉 夕映

しじみラーメン

Embetsu Town

シーニックカフェ

シーニックカフェで飲食後、レジでスタンプを押してもらえます

天塩港

日本海

遠別町

❻道の駅 おびら鰊番屋
⓭おみやげ処お勝手屋萌
⓮船場公園管理棟

⓬喫茶ポルク

深川西 I.C〜
留萌大和田 I.C

通行無料です

❾レストラン北極星
初山別村
羽幌町

名
寄
美
深
道
路 名寄

苫前町
古丹別
鬼鹿

小平町

⓫ふなばカフェ
留萌市

士別

道
央
自
動
宗 車
谷 道
本
線

留萌
大和田I.C
留萌
幌糠I.C

留萌本線
北竜ひまわりI.C
沼田I.C 秩父別I.C
深川
雄冬
深川西
暑寒別岳
I.C
深川
Ｊ.C.Ｔ
滝川
I.C
滝川
新十津川
↓至 札幌

⓯増毛町駅前観光案内所

深川留萌
自動車道

遠別町

増毛町

旭川市
旭川空港

