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　釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」
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弁天ケ浜踏切

ANAクラウン
プラザホテル釧路観光コンベンション協会

釧路センチュリーキャッスルホテル

釧路・阿寒湖観光公式サイト
SUPER FANTASTIC Kushiro Lake Akan
←釧路の観光スポット・体験・食・お土産・宿泊施設などの
　情報はこちらをチェック！

※施設の営業時間や定休日は各施設へご確認ください。
※記載の価格は変更になる可能性があります。各施設へご確認ください。

※2020年3月時点の情報です。

釧路の観光情報をチェック！

1年に1度行われる
蔵開きは、

毎年多くの人で
賑わっています。

釧路駅の中や、
駅前にも

店舗があります。
展示されている
資料は圧巻！

釧路の自然や歴史を
余すことなく紹介しています。
4階タンチョウ展示横は
夕日鑑賞の穴場スポット。

かわいい動物達とふれあえる
ダイニングカフェです！
ブルドッグのベンツ店長が
お待ちしています。

かわいらしい
待合小屋が目印。

バスを乗り継いで米町公園へ
足を延ばしたり、
アレンジしてみても。

「千代ノ浦」バス停で
途中下車して、

千代ノ浦マリンパークで
夕焼けを楽しむのも素敵！

石炭列車として親しまれた
「太平洋石炭販売輸送臨港線」
の弁天ケ浜にあった踏切を
市民有志が再現。

注目の撮影スポットです。

千代ノ浦バス停

竹老園
東家総本店

歌人・石川啄木と釧路の
深い縁を垣間見つつ、
明治の釧路を、

心行くまでご堪能あれ。

世界屈指のカルシウム
保有量を誇る温泉。
散策後はこちらのお湯に
浸かって疲れを癒して

みては。

F

ヒブナの生息地として
国の天然記念物に

指定されている春採湖は
憩いのスポット。

夜の釧路を楽しむ！

日没後のお楽しみ、夜の釧路の夜景。
まちなかの素敵なライトアップスポットや
飲食店を巡ってみませんか？
←マップをチェック！

老舗そば屋 北大通 東家。
”蕎麦屋で一献”

蕎麦前を楽しめるのが魅力。
夜の部では晩酌セットも
おすすめです！

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

太平洋を見下ろす高台に
鎮座する神社。

毎月変わる弁天様のイラストが
描かれた御朱印が
人気です。

こちらでもレンタサイクルを
ご利用になれます。
詳しくは、HPをチェック！

歴史があり、美しい景観と豊かな情緒が
溢れる釧路発祥の地でもある元町エリア。
のんびり散策するのもおすすめです。
←くしろ元町青年団元町マップをチェック！

釧路発祥の地を散策

Highチーズ！ 
上から眺める展望

釧路フィッシャーマンズワーフMOO

釧路プリンスホテル トップ オブ クシロ

G-seven×あっかんべぇー

ANAクラウンプラザホテル釧路
18階 トップラウンジ ビギンズ

久寿里橋（くすりばし）

釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」

コース

R

S

T

最上階の展望レストランで、釧路の街や海を一望しながら
地元産食材を使ったランチビュッフェを。
営業時間：11:30～14:00（ランチ）、17:30～21:00（ディナー）

ランチの後は、北大通から釧路川沿いへ。ここでおいしい
ソフトクリームを買って、リバーサイドをぶらぶらお散歩。

知る人ぞ知る、MOOの５階にある隠れたビュースポットが
おススメ！ 探してみよう。

釧路の語源と言われている「久寿里」という名前がついた橋。
ここからの幣舞橋越しの夕日・夕焼けが絵になるんです！

幣舞橋（ぬさまいばし）U
釧路センチュリーキャッスルホテル、旧日本銀行釧路支店の
前を通って、定番スポットの幣舞橋へ！
ここで四季の像と夕日をバックに記念撮影をどうぞ！

最上階18階のラウンジから、眼下に広がる釧路港の
夕焼け～夜景を堪能できます。
営業時間：18:00～24:00

さらに展望を楽しみたいなら…
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路線バスで巡る
湖と史跡 コース

釧路フィッシャーマンズワーフMOO

北大通 東家

十字街バス停より  くしろバス乗車

釧路市立博物館

春採湖畔散策

六花亭 春採店

望洋住宅バス停より くしろバス乗車

釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」
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六花亭春採店から「望洋住宅」バス停まで、徒歩で約１０分。
釧路駅前行きバスに乗車して６分、まなぼっとへは、
「釧路三慈会病院」バス停で下車。

春採湖畔の高台にあり、２階喫茶室からの眺めは抜群！
スイーツを楽しみながら、夕日・夕焼けを堪能してください！

春採湖ネイチャーセンターや湖畔に沿った遊歩道、
野鳥観察舎など、見どころと憩いのスポットが多数あります。

春採湖畔にたたずむ特徴的な外観は、建築家・毛綱毅曠に
よるもの。内部は幻想的な空間で、釧路の自然や歴史、
文化などを堪能できます。

「十字街」バス停から乗車、「市立病院」バス停で下車。
「２番若草団地線」、「１２番文苑公住線」、
「１７番白樺線（湖陵経由）」、「５５番南北線」のどれでもOK。

まち歩きスタート！
北大通方面へ向かいます。

創業大正４年、老舗のそば屋。
更科そばの他、北海道産石臼挽き粉の「貴美せいろ」、
北海道産石臼挽きぐるみ粉の「田舎せいろ」もいただけます。
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レンタサイクルで巡る
北大通・米町コース

釧路フィッシャーマンズワーフMOO

なつかし館・蔵

釧路市民活動センターわっと

港文館

米町公園（米町展望台）

モミアンドトイズ 釧路末広店

釧路市民活動センターわっと

釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」
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自転車を返却、ゴールまであと少し！

地元高校生に人気のカフェ。クレープがおすすめ。
スタンドに腰掛けて、小腹を満たしましょう。

釧路で夕焼けを鑑賞するなら、ここは外せない！
オレンジに染まる港町を思い出に。

歌人・石川啄木の資料を展示する文学館。
レトロでお洒落な2階建ての館内には貴重な啄木の資料が
展示され、喫茶スペースもあります。

ここでレンタサイクルを借ります。
詳しくは、HPをチェック！

名物の「おやき」を食べながら昔の北大通に触れられるお店。
おやきはテイクアウトも可能です。
2階はアイヌ資料の展示室になっています。

 
 

空港バスから降りたら、MOOで昼食を.。
お土産の購入にはもってこい！
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食と建築と夕日
3セットコース

釧路フィッシャーマンズワーフMOO

御菓子司 二幸（ニコウ）

福司酒造

千歳鮨

旧五十嵐邸

反住器

幣舞公園

釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」
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釧路で夕景を観賞できるスポットのひとつ。
日没後も釧路の夜景を一望できるのでオススメ！

建築家・毛綱毅曠の設計による一般住宅。
一般住宅のため公開はされておらず、外観のみ
見ることができます。

釧路初の登録有形文化財となった昭和モダンな住宅。
5～11月の第二土曜・日曜日に公開日が設けられています。
詳しくは、「旧五十嵐邸住宅保存の会」ページをチェック！

オリジナリティ溢れるランチが人気のお寿司やさん。
予約してから行くことをおすすめします。

釧路で唯一の酒蔵。お酒の直売所が併設されており、
ここに来ないと買えない限定酒もあるので要チェック。

1936年創業のお菓子屋さん。
苺大福や団子など、手土産にオススメです。

まち歩きスタート！ 釧路川沿いに歩きながら
久寿里橋（くすりばし）を渡ります。
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幣舞橋幣舞橋

釧路倶楽部釧路倶楽部

釧路夕日観光クルーズ船シークレイン 釧路市東部漁協組合

釧路リバーサイドの景観が楽しめる
カフェレストラン。インスタ映え間違い
なしのロケーション。11:00-21:00/
火曜日定休

釧路倶楽部

釧路港の夕景を船上から贅沢に堪
能できます。4月下旬～11月末運行
/1回90分/当日出航1時間前まで
に受付

　釧路夕日観光クルーズ船
シークレイン釧路港の夕景がきれいに見える代

表的な撮影スポット。夜は橋がライト
アップされ、夏は霧に浮かぶ橋影や
街路灯が幻想的です。

幣舞橋（ぬさまいばし）

幣舞橋のたもとに建つ複合商業・観
光施設。お土産を買ったりお食事が
できます。ここから眺める釧路港の夕
日は圧巻。

　釧路フィッシャーマンズ
ワーフMOO
1

1

2

2
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10階展望台や、9階のレストラン「ま
いづる」からの絶景がおすすめ。

　釧路市生涯学習センター
「まなぼっと幣舞」
6
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幣舞橋と夕日・夕焼けをセットで撮り
たいときはここがおすすめ。釧路川
の中から撮影したような写真を撮る
ことができます。

釧路市東部漁協組合前5

5

ちょっと珍しい、赤白模様のビルディ
ング形式の灯台。ここから絶景の夕
日を撮影することができます。

釧路埼灯台7

釧路埼灯台7

釣りができる多目的広場。隠れた穴
場的撮影スポットです。太平洋を染
める夕日は感動すること間違いなし。

千代ノ浦マリンパーク8
千代ノ浦マリンパーク8

釧路の夕日・夕焼けを味わうなら、水平線から空までワイド
な視界が確保できる釧路港が一番！釧路川にかかる幣舞橋（ぬ
さまいばし）は人気の撮影スポットですが、釧路市生涯学習
センター「まなぼっと幣舞」10 階の展望台からは釧路港を一
望しながら夕日・夕焼けを鑑賞することができます。
このマップでは、釧路のお土産施設「釧路フィッシャーマン
ズワーフMOO」を出発して、夕日・夕焼けの時間に合わせて「ま
なぼっと幣舞」に到着する釧路港周辺の散策ルートをご紹介
します。

KUSHIRO
UYAKE GUIDE

くしろ夕日・夕焼け
うおっちず

くしろの夕日・夕焼けを撮りに行こう！

夕日・夕焼けビューポイント

Webマップでは、各スポットの詳しい情報な
どを掲載しています。また、各コースのルート
をGoogleマイマップでご覧いただけます！

詳しい情報は、Webマップをチェック！


