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全域MAP店舗

夏期：知床峠経由

冬期：根北峠経由

（一社）知床羅臼町観光協会　  0153-87-3330（知床羅臼観光案内所）

知床羅臼

海と山と空に

　　神が集うところ
カムイ

明治28年に創立された、歴史と伝統のあ
る浄土真宗東本願寺未寺の寺院。5月
下旬頃から開花するエゾオオヤマザクラ
は大変見ごたえがあります。

誠諦寺 0153-87-2020

漁業の町・羅臼を守る唯一の神社。安政年間
（1854年～1859年）に創建され、現在の社殿は昭
和50年に造営されたものです。世界遺産知床の町
で御朱印をもらおう。

知床総鎮守 羅臼神社 0153-87-2225

昭和43年に北海道指定天然記念物に
指定されました。数十分間隔で見ることが
できます。羅臼ビジターセンターからは徒
歩3分です。

全高20ｍもの大きな岩が目に入ります。沖合の方向
から見ると大きな熊が立ち上がっている姿に見えます。

羅臼は縄文時代から北方民族が行き来し
た地。遺跡から出土した土器や石器、漁
業や生活に関わる資料などが展示されて
います。 ●開館時間/9:00～17:00
●休館日/土日祝・年末年始（7～9月は
全日開館）

羅臼町郷土資料館 0153-88-3850

戸川幸夫の小説「オホーツク老人」の碑が建ってい
ます。「地の涯に生きるもの」に主演した森繁久弥が
町民に感謝を込めて送った歌「さらばラウスよ（のち
の「知床旅情」）」の歌詞が、森繁自身の筆で彫られ
ています。

知床岬や知床岳など、深い自然の地に足
を踏み入れる登山者やシーカヤッカーなど
に、現地の情報を提供しています。
●入館料/無料 ●火曜休館（11～4月
休館） ※水・飲料水はありません 高台から羅臼市街地や北方領土国後島が一望で

き、特に流氷が訪れる季節には幻想的な光景が見ら
れます。また展望塔館内では、北方領土に関する資
料の展示や、映像上映も行っています。 ※冬期はバ
スでの運行不可

知床羅臼の自然や文化、登山などの情
報提供を行っています。シャチの骨格標
本やはく製もあり子どもも楽しく学べます。
●入館料/無料 ●月曜休館（7～9月は
全日開館）、年末年始休館

羅臼港と根室海峡を望む。丘からマッコウクジラを観
察できる世界で唯一の場所。双眼鏡を持っていくこ
とをおすすめします。※冬期間は除雪されないため入
ることができません ※バスの運行不可

羅臼町と斜里町を結ぶ知床横断道路の頂上。標高
約740mの峠になっており、羅臼岳や国後島を望む
ことができ、季節ごとに美しい風景を楽しむことができ
ます。冬季間（11～４月下旬）は閉鎖されます。

羅臼オートキャンプ場
0153-88-1094
期間/7月中旬～9月中旬

知床国立公園羅臼温泉野営場
0153-87-2126
期間/6月中旬～10月中旬

相泊温泉
日本最東端の温泉で、道路の終点・相
泊地区にあります。湯船に仕切りがあ
り、シートで小屋掛けされ男女別になり
ます（台風や高波の時撤去）。
●泉質/弱塩泉　●入浴可能期間/5
月中旬～9月上旬、日の出～日の入り

（時化の場合入浴不可） ●脱衣所/小
屋設置時あり ●7月～9月は男女別の
浴槽あり

セセキ温泉
テレビドラマ「北の国から2002遺言」で
有名になった、海岸を岩で囲った露天
風呂。満潮時には海に沈みます。昆布
番屋の漁師さんが管理しているので、
ひと声かけて入浴を。
●脱衣所なし ●混浴（水着入浴可） 
●入浴可能期間/オープン未定～9月
中旬

ホテル峰の湯 0153-87-3001 550円
らうす第一ホテル 0153-87-2259 600円
羅臼の宿まるみ 0153-88-1313 1,100円
志賀旅館 0153-87-2101 500円
※日帰り入浴時間は各施設にお問い合わせださい。

熊の湯
世界自然遺産知床エリア内、羅臼川のほとりの森の中に作られた秘湯。明治時代
の地図にものっている歴史ある温泉で地元の愛好家の皆さんが管理しています。泉
質の良さと湯の熱さで、地元の漁師さんにも人気の温泉です。 ●泉質/含硫黄・ナト
リウム・塩化物泉（硫化水素系） ●入浴可能期間/通年（朝5～7時は清掃のため入
浴不可） ●脱衣所あり ●浴槽男女別

キャンプ場

羅臼温泉 みどころ

日帰り
入浴

知床峠

知床羅臼ビジターセンター

クジラの見える丘公園

ルサフィールドハウス

羅臼国後展望塔

羅臼町郷土資料館

しおかぜ公園

間欠泉

熊岩

誠締寺 知床総鎮守 羅臼神社

羅臼温泉　熊の湯



知床雪壁ウォーク
春の知床横断道路開通の直前に開
催されます。道路が除雪されてできた雪
壁の間を、知床峠の頂上付近まで歩き
ます。雪壁の間からは、羅臼岳を望むこ
とができ、眼下には根室海峡と国後島
の絶景が広がります。

知床開き
約半世紀の歴史を持つ、知床の1年で
最初に行われるお祭り。羅臼漁港を会
場に、町民全体が参加して市街地を踊
り歩く千人踊りが見もの。自分で選んだ
海の幸を炉端で焼いて食べると格別
の美味しさ。

らうすオジロまつり
羅臼町商工会青年部が、地元の子ど
もたちや観光客に羅臼の冬を楽しんで
もらうために開く参加型のイベント。羅
臼の寒い冬を思いっきり楽しめます。

しれとこ羅臼
昆布フェスタ
本物の漁船と道具を使った昆布漁体
験、加工の実演もみどころです。「みて、
さわって、食べて!」羅臼昆布を楽しんで
ください。

らうす産業祭
漁火まつり
羅臼の漁業が最も活気づく9月に開催
される、大漁への祈りと感謝を込めたお
祭り。秋鮭いくら丼の無料提供、鮮魚
セリ市や羅臼漁協定置青年部による
チャリティ秋鮭セリ市が人気です。

羅臼神社祭
漁業の町・羅臼町を守る唯一の神社、
羅臼神社の例大祭。神輿を担ぎ練り
歩く若者の姿や、町内会女性部の踊り
が見る人の目を楽しませます。

山の神、ヒグマに出会うクルーズです。知床羅臼の道路の最終地点にある相泊港を出
航し、知床半島東側の海岸線沿いを小型ボートで知床岬方面に向かって進みます。
高確率でヒグマに出会える他、漁業の様子や珍しい地層などもガイドの説明と共にご
覧いただけます。
●所要時間：約2.5時間　料金：10,000円
●出航時間：9時頃・14時頃（9月は早朝便あり）
　※詳細につきましては各社へお問合せください。❼❽❾

1月～3月に行われるスケトウダラ漁の
おこぼれを狙って数百羽のオオワシ・オ
ジロワシが知床羅臼に越冬のために
やってきます。勇壮なオオワシやオジロ
ワシの姿は世界中のバードウォッチャー
の憧れ。また、国後島から昇る朝日は美
しく、早朝便の観光船からは世界でここ
だけでしか見られない【流氷とオオワシと
日の出】の景色が広がります。

鮭やマスを始め、スケトウダラ、真ゾイ、カレイ、そして日本一美味しいと言われている
羅臼のホッケがいる海です。船上釣り、知床半島の各ポイントへの瀬渡しなど、天候
によって変更できるのも羅臼ならではです。

羅臼岳
羅臼岳は日本百名山の１つ。知床半島
にある火山群の最高峰で標高1661
ｍ。頂上からは知床半島が見渡せ根室
海峡には国後島が浮かぶ絶景を見るこ
とができます。登山道は羅臼側からと斜
里側からの2コース。羅臼側からのコー
スは遅くまで残雪が残る。登山情報は、
知床羅臼ビジターセンターへ。
知床羅臼ビジターセンター：

0153-87-2828

熊越の滝
世界自遺産知床・羅臼にある美しい
滝。遊歩道が整備され、遊歩道入り口
から熊越えの滝までは片道400ｍ。多く
の野草やダケカンバなどの巨木も見ら
れる。

命はじける知床の海 流氷と共にたくさんの生き物が集まる 世界自然遺産知床を歩く 知床・羅臼の海でフィッシンング！ イベント

知床ダイビング企画　0153-88-2909お問合せ／

第十五光篤丸 0153-87-3323
朝枝Ⅱ 0153-88-2026
知床らうすリンクル 080-6072-0705

釣船希海丸 090-5221-3520
マルワ第31岩城丸 090-3770-0630
世界遺産クルーズ英人丸 0153-87-3779

お問合せ／

知床羅臼は世界で流氷が着岸する最南端の地。この流氷のおかげで豊富なプラン
クトンが発生し海洋生物の食物連鎖が起こり根室海峡の海はとても豊かになります。
知床羅臼では、春～夏にかけては海藻の森が豊かに育ち、昆布の森が出来ます。秋
にはカラフトマスの遡上が見られ、2月になると知床羅臼に流氷がやってきます。

知床半島をはじめ東北海道に生息する世界最大級のシマフクロウ。知床羅臼では
一年を通して、その姿を観察することができます。観察小屋は、冷暖房完備でシマフ
クロウが出没するまでの間、快適に過ごすことができ、シマフクロウの出没記録などの
資料も見ることができます。
シマフクロウウォッチング
お問合せ／シマフクロウオブザバトリー（鷲の宿）　0153-87-2877
　　　　　●所要時間：日没からシマフクロウ出没まで　

知床半島の東側では100年
以上も前から人々が暮らし、昆
布漁が営まれてきました。知床
の寒流に鍛えられて育った

「羅臼昆布」は、収穫から乾
燥、旨みを引き出す熟成まで
に20数工程を要します。 工程
の１つである昆布のヒレを刈る
体験をすることができます。
羅臼昆布のヒレ刈り体験　
3,800円～
問合せ：

（一社）知床羅臼町観光協会

観察小屋

秋鮭の荷揚げ

春 夏 秋 冬 森の神に出会う
カムイ

魚の城下町エコツアー

昆布の森へ！鮭のいる水の中へ！

知床トドウォッチング
●所要時間：約1時間　料金：5,000円　子ども半額
　※詳細につきましては、各社へお問合せください。❷❼
流氷＆バードウォッチングクルーズ
●観光コース／所要時間：約1時間　   料金：4,400円～　子ども半額
●撮影コース／所要時間：約2.5時間　料金：8,800円～　子ども半額
　※詳細につきましては、各社へお問合せください。❶❷❸❹❺❻❼❽❾

山の神  キムンカムイ
知床岬ヒグマボートクルーズ

鷲の神　カパッチリカムイ
オオワシ

森の神  コタンコロカムイ
シマフクロウ

セリの様子

知床半島と国後島との間にあ
る根室海峡は、暖流と寒流が
交わり、特殊な地形により昆布
から深海魚まで多種の海産物
が水揚げされます。一般入場禁
止の羅臼漁港市場にガイドと
一緒に入場し、セリ人と仲買人
のすぐ近くでセリの様子を見学
することができます。
9月から11月にかけては、羅臼
漁港に大量の秋鮭が水揚げさ
れ、秋鮭の荷揚げ見学ができま
す。漁師の活気ある早朝の港。
ツアー終了時には、国後島から
の朝日が美しい。
羅臼漁港セリ市場見学
3,800円～
秋鮭荷揚げ見学　3,800円～
問合せ：

（一社）知床羅臼町観光協会

羅臼湖
羅臼湖は、知床半島最大の湖です。片道3kmの登山道は、4つの美しい沼をめぐる
ことができ、特に三の沼からの羅臼岳を望む景色はとても美しく、高山植物や湿原植
物を観察することができます。

お問合せ
知床ファクトリー 0153-89-2242
知床倶楽部ガイド 0153-89-3688
NPO法人しれとこラ・ウシ 0153-88-1313
　※料金・詳細はお問い合わせ

春から夏にかけてシャチをはじめ、イシイ
ルカやミンククジラなど多種の鯨類が根
室海峡に集まります。４月、数万羽もの
ハシボソミズナギドリの大群が遥かオー
ストラリアから根室海峡へやってきます。
餌を求めて海面に突き刺さるようにダイ
ブ、また羽音を立てて飛び立つ様子は圧
巻です。７月になると姿を現すオスのマッ
コウクジラは大きいものだと体長は18ｍ
にもなり、大きな尾びれを高く上げて豪
快にダイブする姿はとても美しいです。

知床羅臼の観光船からは、多くの野生動物に出会うことができます! 

シャチ・イルカ・ホエール&バードウォッチングクルーズ（4月下旬～10月上旬）
●所要時間：約2.5時間　料金：8,800円～　子ども半額
●出航時間：8時半頃・9時頃・12時半頃・13時頃（繁忙期は変更あり）
　※詳細につきましては、各社へお問合せください。❶❷❸❹❺❻❽

海の神  レプンカムイ
シャチの群れと知床連山 オオワシとスケトウダラ漁船

マッコウクジラ ハシボソミズナギドリの大群 トドの群れ 国後島から昇る朝日

ヒグマ 小型ボート

シャチと観光船

羅臼岳頂より知床連山を望む

羅臼湖 三の沼

スノーシュー

4月上旬

7月1日～3日

9月下旬

2月上旬

7月下旬～8月上旬

6月第3土曜日

流氷ダイビング

昆布の森とエゾメバルオオカミウオ
昆布のヒレ刈り

漁船・小型ボート

観
光
船

❶㈱知床アルラン 0153-87-4477
❷㈲知床ネイチャークルーズ 0153-87-4001
❸観光クルーズはまなす 0153-87-3830
❹ゴジラ岩観光 0153-85-7575
❺北の知床観光 080-8299-6354

❻朝枝Ⅱ 0153-88-2026
❼知床らうすリンクル 080-6072-0705
❽知床ユーシン観光 0153-85-7337
❾世界遺産クルーズ英人丸 0153-87-3779

※料金・詳細については各社へ問い合わせ


