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うらかわで短期集中
乗馬レッスンプログラム

１日１鞍の乗馬レッスン、廐舎作業
体験、功労馬のお世話、外乗がセッ
トになったプログラムです。４泊５
日と６泊７日の２コースがあり、各
週定員は２名まで。宿泊はうらかわ
優駿ビレッジＡＥＲＵで朝食付きで
す。空いてる時間に周辺の観光や移
住の下見も出来る人気のプログラム
です。

●開催期間　 夏季を除く通年
●時      間    4 泊 5日または 6泊 7日
●料      金    4 泊 5 日 57,000 円、6 泊 7 日 73,000 円
●最大人数　 週 2名まで（最少催行 1名）
●集合場所　 うらかわ優駿ビレッジAERU
                   （浦河町西舎１４１-４０）
●ガ イ ド     うらかわ優駿ビレッジアエル乗馬課
・開催月…４月～７月、９月～１２月、１月～３月
・プログラムの詳細は、浦河観光協会ホームページ『うらかわ旅』をご
.. 覧ください→http://www.urakawa-tabi.com

【お申し込み】
日交ハイヤー（株）日交旅行サービス　0146-22-3153
【お問い合わせ】
一般社団法人 浦河観光協会　0146-22-3200

地元の釣り親父と行く
穴場渓流釣り

林道を進み山奥へ入るとそこには
人っ子一人いない大自然が広がって
います。
ベテラン釣り親父がその日のコン
ディションに合わせたベストポイン
トへご案内いたします。ヤマメ・イ
ワナ・アメマス・ニジマス・ホウラ
イマスなど１か所で５魚種釣れるこ
ともありますよ。

●開催期間   5 月～10月
●時      間   4 時間（5:00～9:00）
●料      金   大人 10,000 円、小人 7,000 円　　
●最大人数   5 名（最少催行 1 名）※小学生以上
●集合場所   ラーメンまさご駐車場
　　　　　　（浦河町堺町東 1丁目 11-1）　
　　　　　　※浦河町内宿泊施設への送迎はご相談ください
●ガ イ ド    ラーメンまさご　大久保直幸
・3日前までにご予約ください。

一般社団法人　浦河観光協会
0146-22-3200 / urakan@minos.ocn.ne.jp
http://www.urakawa-tabi.com

うらかわ優駿ビレッジAERUで
乗馬体験！！

初心者から上級者まで楽しめるコー
スバリエーションが自慢の施設で乗
馬をしましょう。
ＪＲＡ日高育成牧場の敷地内で乗る
「日曜限定コース」はすぐに予約が
埋まる人気コースです。
功労馬の見学もできますよ。

●開催期間   通年
●時      間   30 分～6時間
●料      金   4,100 円～45,300 円
                  （コースにより料金が変わります）　
●集合場所   うらかわ優駿ビレッジAERU
                  （浦河町西舎１４１-４０）
●ガ イ ド   うらかわ優駿ビレッジアエル乗馬課
・前日までにご予約ください。
・小学４年生以上・140cm以上の方が対象です。
・乗馬には体重制限があります。80kg 以上の方はご相談ください。
・料金とコースはホームページでご確認ください。

うらかわ優駿ビレッジAERU（アエル）
0146-28-2111  /  http://aeru-urakawa.co.jp
http://aeru-urakawa.co.jp/horseriding

スノーシューで
動物の足跡さがし

雪の少ない様似町ですが、山や牧草
地には白銀の世界が広がっていま
す。
その中を、ガイドと一緒にスノー
シューを履いて動物の足跡を探して
みませんか？
天気が良ければアポイ岳や日高山脈
の美しい山並みも楽しめます。

●開催期間   1 月中旬～2月中旬（不定休）
●時      間   2 時間
●料      金   2,000 円
●最大人数   15 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   様似町中央公民館（様似町大通 1丁目 21）
●ガ イ ド    ジオパークガイド
・3日前までにご予約ください。
・スキーウェア・帽子・手袋などの防寒具、登山靴または防寒長靴でお
　越しください。
・小学校高学年以上。小学生は保護者同伴でご参加ください。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

シーカヤックで行く！
えりも岬あざらしウォッチングツアー

日高山脈が太平洋に沈む地『えりも
岬』は、日本最大のゼニガタアザラ
シの生息地。岩場でのんびり昼寝す
るアザラシをこっそりとウォッチン
グしてみませんか？
カヤックに初めて乗る方でも OK で
す。お気軽にご参加ください。
アンダーウェア、着替え、タオル、
帽子や日焼け止め、飲み物をご持参
ください。

●開催期間   5 月～10月
●時      間   2～3時間
●料      金   6,500円～15,000円（コースで変わります）
●最大人数   10 名（最少催行 1名）※中学生以上
●集合場所   クリフハウス柳田旅館
　　　　   　 （えりも町字えりも岬 59）
                  ※えりも町内宿泊施設・バス停への送迎は
                        ご相談ください
●ガ イ ド    クリフカヤックス　柳田勝彦
・気象状況などにより中止または時間を短縮する場合があります。

クリフカヤックス
01466-3-1088 / cliffkay@sea.plala.or.jp
http://www5.plala.or.jp/clifferimo/

とんがりロードとは
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プログラムの詳細
料金や時間などの詳細が記載されています。
小さなお子様が参加される場合は、年齢制
限が設けられているプログラムもあります
のでご注意ください。必要な持ち物も記載
してありますが、詳細はご予約時にご確認
ください。

お申し込み・お問い合わせ先
それぞれのプログラムによりお申し込み・
お問い合わせ先が異なります。ご確認の上、
ご予約ください。

プログラムの概要
とんがりロードで楽しめる体験プログラム
の魅力が書かれています。どの体験に参加
しようか、あれこれ選んでみてください。
なお、浦河・様似・えりも・広尾は色分け
をしていますので参考にしてください。

・価格は全て税込みです

●とかち帯広空港
●

●札幌

新千歳空港

発行・四町広域宣伝協議会
＊全ての情報は 2017年 4月現在のものです

とんがりロード
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染物体験
～ミニ大漁旗を作ろう～

ミニ大漁旗製作で職人気分を体験！
オーダーメイドの大漁旗を作ってい
る職人さんの指導の下、自分なりの
色使いでミニ大漁旗を作ります。今
では数少なくなってきた染物職人が
直に教えてくれるとても珍しいプロ
グラムです。
※参加希望日はお問い合わせの上
ご確認ください。

●開催期間   年末年始を除く通年
●時      間   90 分
●料      金   4,000 円～8,000 円　
●最大人数   5 名（最少催行 1 名）
●集合場所   平田染工場
                  （浦河町常盤町６２-１）
●講      師   平田染工場　平田貴敬
・作品は体験から 3日後に完成します。直接受け取りまたは郵送をお選
. びいただけます。
・料金は 1人 8,000 円、2人参加時：1人 5,000 円、3～5人参加時
.：1人 4,000 円です。

平田染工場
0146-22-2115 / takahrt@seagreen.ocn.ne.jp
（電話受付時間 9:00～18:00）

浦河ならではのユニバーサルデザインプログラム！

ばふんペーパー作り体験

浦河町の地域おこし協力隊員が考案
した浦河の珍商品『ばふんペー
パー』。馬産地ならでは！ばふんを
使って紙をつくります。そのまま部
屋に飾っても、絵を描いても、印刷
に使ってもOK。
季節に合わせた体験メニューで幸ウ
ンを呼び込みましょう！

●開催期間   通年（火・木曜日定休）
●時      間   60～90分（10:00～18:00）
●料      金   3,000 円～5,000 円　　
●最大人数   10 名（最少催行 1名）
●集合場所   ばふんペーパー工房 だん
　　　　　　（浦河町堺町東 2丁目 18-9）
●講      師   ホースドロッピングス　辰巳 遥
・3日前までにご予約ください。
・小学生以下は保護者同伴でご参加いただけます。

ホースドロッピングス
050-1278-7893 / horsedroppings.tatsumi@gmail.com
http://www.urakawa-bpp.net

エゾシカの落とし物
角を使ってアクセサリーづくり

昔から鹿の角は、水難・海難よけの
お守りとして珍重されてきました。
最近はダイバーやサーファーにも人
気があります。
様似町の山々を駆け回っているエゾ
シカの角を使って、世界に一つだけ
のアクセサリーを作ってみません
か？

●開催期間   通年（不定休）
●時      間   90 分
●料      金   大人 2,500 円、
                  小人（小学生以下）2,000 円
●最大人数   5 名（最少催行 1名）
●集合場所   アポイ山荘
　　　　　　（様似町平宇４７９-７）
●講      師   狩りガール　井坂美保子
・3日前までにご予約ください。
・汚れてもよい服装での参加をお勧めします。（レインコート貸し出し有）

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

気分は『ブラサマニ』
様似の大地と文化探訪

稜線が美しいアポイ岳。海に浮かぶ
いくつもの奇岩。ユネスコ世界ジオ
パーク認定の様似町（アポイ岳ジオ
パーク）で、大地の成り立ちとそこ
に暮らす人々の暮らしを感じてみま
せんか？ジオパークガイドが『ブラ
サマニ』気分で様似町内をご案内し
ます。

●開催期間   通年（不定休）
●時      間   2～4時間（時間に合わせたコースを提供します）
●料      金   2 時間 1,500 円、2～4 時間 2,500 円、　　
　　　         4～8時間 4,000 円
●最大人数   15 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   様似町中央公民館前（様似町大通 1丁目 21）
●ガ  イ ド   ジオパークガイド
・3日前までにご予約ください。
・小学生以下は保護者同伴でご参加ください。
・移動は利用者の車にガイドが同乗するか、ガイドが自車にて先導します。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

江戸時代の古道を歩こう！
様似山道フットパス

アポイ岳が太平洋に落ち込む断崖上
を約 6km にわたって走る様似山道
は、今から 200 年以上前の 1799
年に江戸幕府が北方警備のために
作った官道です。
ガイドとともに歴史に思いを馳せな
がら、いにしえの山道を歩いてみま
せんか？

●開催期間   4～11月（不定休）
●時      間   4～5時間
●料      金   6,000 円　
●最大人数   15 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   アポイ山荘 (様似町字平字 )
●ガ  イ ド   ジオパークガイド
・1週間前までにご予約ください。
・山歩きができる服装・靴でお越しください。必要に応じて雨具・防寒具・ 
. ストック・飲み物・食事をご持参ください。
・小学校高学年以上。小学生は保護者同伴でご参加ください。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

海と山が出会うまち・さまにを歩こう！
様似八景フットパス

アポイ岳や海岸の奇岩など、様似町
の風光明媚な景観を楽しみながら、
大地の成り立ちと様似町の歴史に触
れるフットパスです。
丘を越え、まちを一望できる観音山
や様似漁港を回る 10km の市街地周
遊です。
ガイドとじっくりまち巡りをしてみ
ませんか？

●開催期間   4～11月（不定休）
●時      間   3～4時間
●料      金   5,000 円　　
●最大人数   15 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   JR 様似駅前（様似町大通 1丁目 101-1）
●ガ  イ ド   ジオパークガイド
・1週間前までにご予約ください。
・歩きやすい服装・靴でお越しください。必要に応じて雨具・防寒具・
. 飲み物をご持参ください。
・小学校高学年以上。小学生は保護者同伴でご参加ください。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

気軽にノンビリ森林浴
アポイの針葉樹林を歩こう

●開催期間   通年（不定休）
●時      間   1～3時間（体力と時間に合わせて）
●料      金   1 時間 1,500 円、 2 時間 2,500 円
                  3 時間 4,000 円
●最大人数   15 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   アポイ岳ジオパークビジターセンター
                  （様似町平宇 479の 7）
●ガ  イ ド   ジオパークガイド
・3日前までにご予約ください。
・山歩きができる服装・靴でお越しください。
・小学校高学年以上。小学生は保護者同伴でご参加ください。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

高山植物とパノラマが待っている！
アポイ岳登山♪

●開催期間   通年（不定休）
●時      間   4～6時間
●料      金   アポイ岳馬の背～頂上 8,000 円、
                  ピンネシリ～アポイ岳縦走 13,500 円
●最大人数　15名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所　アポイ岳ジオパークビジターセンター
                  （様似町平宇 479の 7）
●ガ  イ ド　ジオパークガイド
・1週間前までにご予約ください。
・登山靴は必ずご用意ください。必要に応じて、雨具・防寒具・ストック・
. 飲み物・食事。冬場はアイゼン必須です。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

氷のタケノコを見に行こう！
ニョキニョキ氷筍探訪トレッキング

●開催期間   1 月中旬～2月中旬（不定休）
●時      間   3 時間
●料      金   5,000 円
●最大人数   5 名（最少催行 2名）※1名は要相談
●集合場所   様似町中央公民館
　　　　　　（様似町大通 1丁目 21）
●ガ  イ ド   ジオパークガイド
・3日前までにご予約ください。
・スキーウェア・帽子・手袋などの防寒具、登山靴または防寒長靴でお
. 越しください。
・小学校高学年以上。小学生は保護者同伴でご参加ください。

様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会（様似町商工観光課）
0146-36-2120 / apoi.geopark@festa.ocn.ne.jp
http://www.apoi-geopark.jp

オオワシ・オジロワシ
ウォッチング

貴重なオオワシや、オジロワシの観
察に出かけましょう！
毎年の調査により場所を選定し、ワ
シが活発に動き出す時間に合わせて
出発します。
期間中ワシを見られる確率は、ほぼ
１００％。
ワシとの距離に気を付けながら写真
も撮れます。

●開催期間   11 月上旬～1月下旬
●時      間   2 時間
●料      金   大人 5,400 円、小人 2,700 円　
●最大人数   6 名（最少催行 1 名）
●集合場所   浦河観光協会事務所
　　　　　　（浦河町大通 2丁目 27）
　　　　　　※浦河町内宿泊施設への送迎はご相談ください
●ガ  イ ド   一般社団法人浦河観光協会
・前日までにご予約ください。

一般社団法人　浦河観光協会
0146-22-3200 / urakan@minos.ocn.ne.jp
http://www.urakawa-tabi.com

海の見えるベーカリーで
ランチボックス作り

海の見えるベーカリー「ぱんぱかぱ
ん」で地域の食材を取り入れたラン
チボックスを作ります。
ランチボックスを持ってどこかへ出
かけましょう。
ピクニック？　海辺でランチ？
馬産地ならではの牧歌的な風景を見
ながらのランチもお薦めです。

●開催期間   第 1・第 3月曜日
●時      間   90 分（10:00～11:30）
●料      金   2,500 円　　
●最大人数   8 名（最少催行 2名）※小学生以上
●集合場所   ぱんぱかぱん
　　　　　　（浦河町堺町東１丁目１-１）
●講      師   ぱんぱかぱん　以西明美
・3日前までにご予約ください。

一般社団法人　浦河観光協会
0146-22-3200 / urakan@minos.ocn.ne.jp
http://www.urakawa-tabi.com

海の見えるベーカリーで
パン教室とランチ

海の見えるベーカリー「ぱんぱかぱ
ん」で道産食材を使ったパン教室で
す。完成したパン、ピザ、ベーグル
にスープとデザートの美味しいラン
チタイム。海を見ながら屋外で食べ
るランチはまるで外国のよう。
（天候不良の場合は屋内で）
食べきれなかったパンはお土産とし
てお持ち帰りいただけます。

●開催期間   第２・第４月曜日
●時      間   ３時間（10:00～13:00）
●料      金   3,800 円　　
●最大人数   8 名（最少催行 2 名）※小学生以上
●集合場所   ぱんぱかぱん
　　　　　　（浦河町堺町東１丁目１-１）
●講      師   ぱんぱかぱん　以西明美
・3日前までにご予約ください。

一般社団法人　浦河観光協会
0146-22-3200 / urakan@minos.ocn.ne.jp
http://www.urakawa-tabi.com

お魚さばき体験と
海鮮丼ランチ

このあたりの海は魚種が豊富。旨い
ものがいっぱいです。
季節ごとの海の幸のさばき方を体験
し、好きな具材をのせて海鮮丼ラン
チはいかがでしょう。講師は地元の
魚屋さん！楽しいこと間違いなしの
2時間です。

●開催期間   毎週日曜日・月曜日
●時      間   2 時間（11:00～13:00）
●料      金   4,200 円　
●最大人数   10 名（最少催行 2 名）
●集合場所   うらかわ優駿ビレッジAERU
　　　　　　（浦河町西舎１４１-４０)
●講      師   池田鮮魚店　池田義信
・３日前までにご予約ください。

一般社団法人　浦河観光協会
0146-22-3200 / urakan@minos.ocn.ne.jp
http://www.urakawa-tabi.com

天然無垢素材！自分でデザイン＆ハンドメイド
ナチュラルウッド・カッティングボード

それぞれ木目が異なる天然素材で作
るカッティングボードはどれも一点
もの。無垢材の製品は丈夫ですので
長い間使うことができます。
自分で作ったボードを使えば毎日の
料理も食卓も、より楽しいものにな
るでしょう。
危険な作業は主催者側で行いますの
で安心して体験できます。

●開催期間   通年（不定休）
●時      間   2 時間
●料      金   2,000 円＋材料費　
●最大人数   5 名（最少催行 1名）
●集合場所   家具雑貨工房 ki-kiru
　　　　　　（広尾町字野塚 6線 48-4）
●講      師   家具雑貨工房 ki-kiru　斗沢 誠
・当日は汚れてもよい服装でお越しください。
・オイルが乾くのに時間がかかります。作品は 2～3時間経ってから取
. りに来ていただくか、後日発送による対応になります。

家具雑貨工房 ki-kiru　
090-1527-2170 / tozawa19670512@gmail.com

十勝平野の広～い畑の中のファームイン！
ログハウスを一棟貸し♪

十勝平野の南端にある、酪農家のお
じさんとおばさんのファームイン。
地元のカラマツで作ったコテージは
バリアフリーです。日々の喧騒から
逃れ、豊かな自然の中に身を置いて
のんびりリフレッシュしましょう。

●開催期間   通年
●宿泊料金   大人 5,400 円 、小人 2,160 円（素泊まり）
●収容人数   1～13名
●集合場所   ファームイン望風林　
                  （広尾町字紋別 825-2）
・宿泊者限定で各種農村体験プログラム（オプション）もご用意してい
.. ます。
・オプションの体験プログラムを希望される方は汚れてもいい服装をご
.. 用意ください。
・食事の提供は行っておりません。

ファームイン望風林
090-9524-3044 / obaba@viola.ocn.ne.jp
https://www.bouhurin.com

見て、触れて、味わう！
『えりも短角牛』牧場体験＆ファームイン

短角王国 高橋ファーム
01466-3-1129 / maburitto@wave.plala.or.jp
http://www.erimotankaku.jp
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『登山はちょっと…』という方でも、
アポイ岳の登山口周辺や針葉樹の森
が続く 5 号目山小屋までを、あなた
の体力と時間に合わせてゆっくりノ
ンビリ歩いてみませんか？
アポイの山を知り尽くしたジオパー
クガイドが癒しの時間を提供しま
す。

標高 810m ながら固有の高山植物
が咲く『花の山アポイ岳』。
岩場からの太平洋のパノラマや日高
山脈の遠望、高山植物の多彩さに
きっと心が洗われるはず。アポイの
山を知り尽くしたジオパークガイド
と花や景色を楽しみながら、汗をか
いてみませんか？

様似の山奥にひっそりと隠れる洞窟
に、厳冬期にできる氷筍を見に行く
雪上トレッキング。奥行 10m ほど
の洞窟の入り口付近に、60～70cm
の高いものから数 cm のおチビちゃ
んまで、まるで地面から生えるよう
に十数本立ち並んでいます。幻想的
な自然の造形美を探しに、冬の野山
を歩いてみませんか？

隠れ家的な雰囲気と、降るような星
空が自慢のファームイン。日高とい
えば馬のイメージですが、高橋牧場
は、えりもの自然の中でたくましく
育つ短角牛を育てる肉牛農家です。
緑の牧場に艶のある赤毛が映える牛
たちを眺めながら、のんびりとした
時をお過ごしください。夕食の短角
牛焼肉は絶品です！

●開催期間   通年
●宿泊料金　大人 8,640 円、小人 7,560 円（1泊 2食付）
●収容人数　1～8名
●集合場所   短角王国 高橋ファーム『ファームイン守人』
　　　　      （えりも町字えりも岬 406-1）
・宿泊者限定で牧場体験プログラムも各種ご用意しています。
・牧場体験をご希望の方は、汚れても大丈夫な靴と服装でお越しください。
・その日の都合により牧場体験ができない場合がございます。ご予約の
.. 際に必ずご確認ください。
・素泊まりプランもございます。


