
























網走／Abashiri

Mt.Tento Observatory / Okhotsk Drift ice Museum
The Okhotsk Drift ice Museum exhibits real drift ice and 
creatures from the Sea of Okhotsk throughout the year. 
The specialty, the salted caramel-flavored ice cream, has 
also been attracting the visitors. Mt. Tento, where the 
Okhotsk Drift ice Museum is located, is designated as a 
national cultural property "Scenic Beauty." If you go up to 
the observatory, you can see the drift ice of the Sea of 
Okhotsk and the mountains of Shiretoko, a world natural 
heritage site.

オホーツク流氷館は、1年を通じて本物の流氷やオホーツク海の生物を展示し
ている。また名物の塩キャラメル味の流氷ソフトクリームを目当てに多くの人が
訪れる。オホーツク流氷館が位置する天都山は、国の文化財「名勝」に指定され
ており、併設されている展望台からはオホーツク海の流氷や世界自然遺産知床
の山々が見渡せる。

天都山展望台・オホーツク流氷館

網走／Abashiri
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10 mins to "Okhotsk 
Drift ice Museum" 
stop from Abashiri 
Station by bus.
15 mins to "Okhotsk 
Drift ice Museum" 
stop from Abashiri 
Bus Terminal by bus.

Okhotsk
Drift ice
Museum

How to get there

網走駅からバスで約10
分、「オホーツク流氷館」
で下車
網走バスターミナルから
約15分、「オホーツク流
氷館」で下車

オホーツク
流氷館

交通アクセス

Connectrip
"Drift Ice Fat Bike" is an activity to ride on the beach while 
watching the drift ice. "Snowshoe Experience" is an activity 
to walk through the deep snow forest feeling the great 
nature. Furthermore, the most popular winter activity of 
Lake Abashiri among tourists and the locals is "Smelt Ice 
Fishing." Connectrip offers a variety of activities to enjoy 
winter in Abashiri.

冬の浜辺で流氷を眺めながら走行する「流氷ファットバイク」。深雪の森を大自
然を感じながら歩く「スノーシュー体験」。そして、冬の網走湖といえば、観光客
から地元民まで楽しめる「ワカサギ釣り」。Connectrip（コネクトリップ）では、網
走の冬を楽しめるアクティビティが豊富に展開されております。

コネクトリップ

About 9 mins by bus 
from Abashiri Station 
and 5 mins on foot 
from "Abashirikoso 
Mae" bus stop.

Connectrip

How to get there

網走駅からバスで約9
分、網走湖荘前で下車
し、徒歩で約5分

コネクトリップ

交通アクセス

※2022年10月19日～2023年1月19日までの期間、流氷体感室や流氷幻
想シアターなどがある館内展示場は展示改修工事のため利用制限いた
します。2023年1月20日にグレードアップしてリニューアルオープンする
予定です。

Note: From October 19, 2022 to January 19, 2023, the exhibition 
hall including the Drift Ice Experience Room and the Drift Ice 
Theater will be closed due to renovation. The upgraded hall will be 
reopened on January 20, 2023.
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Kushiro

Web QR

1,800円 2個入

1,800 yen 2 pieces

Sourvenirs
おみやげ情報

さんまんま
魚政

Sanmanma Uomasa

Hase Confectionery

Futami
Seika

Kushiro Uomasa's specialty "Sanmanma" is a sushi roll made of rice and 
Japanese basil wrapped with fresh & fatty pacific saury marinated in original-fla-
vored soy-sauce. It is must-eat sushi carefully rolled and grilled.

北海道物産展でも有名な釧路魚政の「さんまんま」は、じっくり
炊き込んだごはんを大葉で包み、自慢の特性醤油タレに漬け込
んだ新鮮な脂の乗った秋刀魚でサンドしました。職人が一本一
本丹精を込めて巻き上げ、さらにもう一度焼いて香ばしさをだ
した「さんまんま」を是非ご賞味ください。

Tax-included
Price

税込価格

Web QR

660円 4個入

660 yen 4 pieces

弟子屈いちごのチーズタルト

Teshikaga 
Strawberry Cheese Tart
This cheese tart, made with Teshikaga strawberries, is moist with a rich flavor of 
cheese, and moderately sweet yet sour strawberry jam gives accent to it.

弟子屈産のいちごを使用したチーズタルト。しっとりとしたタル
トの中に濃厚なチーズの香り、そこにいちごジャムのほどよい
甘さと酸味がアクセントとなった逸品です。

Tax-included
Price

税込価格

648円 50g入 1箱

648 yen 50g （1.7oz） per box

ドリーツショコラ

DREETS CHOCOLAT
Whole fruit chocolate. "Shimi Choco" is made of summer strawberries from 
Hokkaido dipped and soaked in chocolate. The strawberries are quickly dried in 
its original freeze-drying machine (patented) until they get crispy without 
damaging the color, aroma, and flavor, and soaked with white chocolate.

フルーツまるごとチョコレート。北海道産夏いちごを「しみチョコ」にしました。弊社
独自のフリーズドライ機（特許取得）で、いちごの色・香り・風味をそこなわずに短
時間でサクサクの状態に乾燥させ、ホワイトチョコを染み込ませました。

Tax-included
Price

税込価格

Obihiro

Web QR

1,400円 1個

1,400 yen 1 piece

Sourvenirs
おみやげ情報

酪農みるくバターケーキ

Rakuno Milk Butter Cake
It is a butter cake using authentic Hokkaido fermented butter with condensed milk 
as a secret ingredient. It brings you the flavor of rich butter with a light yet smooth 
texture.

本場、北海道の香り豊かな発酵バターを使用し、隠し味に練乳を
ブレンドした芳醇な味わいのバターケーキです。バターの風味
を残しながらも、なめらかでさらりとした口どけに仕上げました。

Tax-included
Price

税込価格

Web QR

510円 1本 330ml

510 yen 1bottle 330 ml (11 oz)

旅のはじまりのビール

Tabi-Beer
It is single origin craft beer made from 100% malted Hokkaido barley harvested in 
one field. The plump aroma and rich taste of barley spreads in your mouth and 
makes you want to drink more.

一つの畑で収穫された北海道産大麦の100%麦芽を用いた「シ
ングルオリジン」大麦のクラフトビールです。ふくよかな麦の香
りとコクが口の中に広がり、何杯でも飲みたくなるビールがで
きました。

Tax-included
Price

Tax-included
Price

税込価格

Web QR

1,540円 1本 720ml

1,540 yen 1bottle 720 ml (24 oz)

碧雲蔵 
十勝純米

Hekiungura Tokachi Junmai Sake 
Hekiungura is a sake brewery located in Obihiro University of Agriculture and 
Veterinary Medicine. Junmai is sake produced only with rice, malted rice, and 
water. This Tokachi Junmai Sake is made from medium-hard water of the 
Satsunai River which has won awards of the clearest stream in Japan many 
times, and high-quality rice suitable for sake brewing from Hokkaido. This 
brewery has been producing high-quality sake in a traditional method by carefully 
fermenting the malted rice for the purpose of providing sake that anyone can 
enjoy.

帯広畜産大学内にある酒蔵「碧雲蔵」。何度も日本一の清流に輝い
た札内川水系の中硬水と高品質の北海道産酒造好適米を原料に、
「飲まさる酒（＝ついつい飲んでしまう酒）」を目指し、手造りの伝統
的な手法で一本一本のもろみを丁寧に仕込む、高品質の酒造りを
目指しています。

税込価格

Ryugetsu

HOTEL NUPKA

KamikawaTaisetsu
Sake Brewery

ふたみ青果 ホテル ヌプカ

長谷製菓

上川大雪酒造

柳月

Frozon 
Shipping
/冷凍発送




