
旭川空港旭川空港

十勝川温泉十勝川温泉

層雲峡層雲峡

摩周駅摩周駅

知床ウトロ知床ウトロ

摩周湖摩周湖

帯広

札幌

釧路

標茶

紋別

女満別空港女満別空港

たんちょう
釧路空港
たんちょう
釧路空港

とかち帯広空港とかち帯広空港

サロマ湖サロマ湖 網走

旭川

知床斜里駅

「ひがし北海道エクスプレス」のバスストップ表示について
空港ターミナルバス停及び各コースのバスターミナルにはバスストップ表示してございます。運行バスには正面に大
きく「ひがし北海道エクスプレス号」の表示をしてございます。また、運行バス乗車口にも同様の表示がございます。

ご利用は
2日前まで

の

予約が必
要と

なります。

旅行会社・
ホテル・旅

館・

運行バス会
社及び

観光案内所

のひがし北海道の旅はのひがし北海道の旅は
エクスプレスバスでOK!!でOK!!

川湯温泉

ひがし北海道エクスプレスバス運行路線図

新千歳空港新千歳空港

阿寒湖温泉各ホテル～阿寒湖バスセンター～摩周湖～川湯温泉BT～知床斜里駅～ウトロ温泉各ホテル

層雲峡温泉各ホテル～紋別BT～紋別ガリンコST～サロマ湖～川湯温泉BT～硫黄山～阿寒湖温泉～阿寒湖バスセンター

知床斜里駅（流氷ノロッコ号1号から接続）～川湯温泉各ホテル～標茶駅（SL冬の湿原号へ接続）

十勝川温泉各ホテル～陸別～網走～温根湯～層雲峡温泉各ホテル

ウトロ温泉各ホテル～網走駅～サロマ湖～紋別ガリンコST～紋別BT～層雲峡温泉各ホテル

網走BT～網走駅～紋別ガリンコST～紋別BT～網走駅～おーろらターミナル

標茶駅（SL冬の湿原号から接続）～摩周湖～硫黄山～川湯温泉各ホテル～オシンコシンの滝～ウトロ各ホテル

阿寒・ウトロ号 ウトロ・網走・紋別・層雲峡号

層雲峡・紋別・網走・阿寒号

十勝・網走・層雲峡号 阿寒・釧路号

旭川・層雲峡・阿寒号
旭川駅前～層雲峡BT～阿寒湖バスセンター

阿寒湖温泉各ホテル～丹頂の里～たんちょう釧路空港～釧路駅

SL・標茶号

SL・ウトロ号

網走・紋別号

※運行期間は、平成25年1月末～平成25年3月上旬を予定しています。
　詳細はひがし北海道エクスプレスバス TEL0152-45-5665 にお問合せください。 http://www.easthokkaido.com/japanese/bus/index.html

※「ST」はステーション、「BT」はバスターミナルの略です。

おーろら
ターミナル
おーろら
ターミナル

2日目

広大なひがし北海道。映画やテレビなどの
そんなロケ地を訪れてみませんか。

映画・テレビドラマのロケ地を
ひがし北海道を舞台にした

僕等がいた
ハナミズキ
釣りバカ日誌20ファイナル
子ぎつねヘレン
シムソンズ
雪に願うこと
阿寒に果つ
仔鹿物語
男はつらいよ～知床慕情
男はつらいよ～夜霧にむせぶ寅次郎
遥かなる山の呼び声

大地のファンファーレ
北の国から2002 遺言
北の国から’95 秘密

映画

ひがし北海道を舞台とした主な映画・テレビ

テレビ

JR北浜駅（網走

阿寒湖（釧路市）

炉ばた浜っ

厚岸「国泰寺」から車は阿寒湖温泉街に
到着します。宿は「あかん鶴雅別荘鄙の座」。
「居酒屋四姉妹（炉ばた浜っ子）にいきます。

映画では他に斜里町、摩周湖、大空町、網

阿寒湖

屈

北海道ブー
ムを巻き起

こした

中国映画史
上最大級の

ヒット作

（狙った恋
の落とし方

）非誠勿擾

2日目

ひがし北海道にはラムサール条約登録湿地の釧路湿原や風蓮湖周辺などの広大な
湿原や草原が広がり、タンチョウはもちろん、運が良ければ夏場でもオジロワシを見る
ことができます。
流氷のころにはオジロワシ、オオワシが群となって風蓮湖や知床に姿を現します。
海には、季節によってウトウ、ケイマフリ、ミズナギドリなどと出会うことができます。
養老牛温泉には、毎夜のようにシマフクロウがやってきます。霧多布湿原、別寒辺牛
湿原、景勝地野付半島、根室市春国岱では、湿地性の鳥が見られます。
網走原生花園や根室市北方原生花園や明治公園では草原性の鳥に出会えます。
とりわけ、根室市で観察できる鳥は360種ともいわれています。

バードウォッチングの旅
素晴らしい出会いが待っている

釧路 然然公公釧路釧路釧路 丹市丹市丹市丹 鶴頂鶴頂鶴頂鶴頂鶴 然然自然自然自然自然自然公園公園公園公園公園公園公園公園公園釧路市丹頂鶴自然公釧路釧路釧路釧路釧路釧路釧路釧路釧路市市丹市丹市丹市丹市丹市丹市丹市丹 鶴頂鶴頂鶴頂鶴頂鶴頂鶴頂鶴頂鶴自然自然自然自然自然自然自 公公園公公釧路市釧路市丹頂鶴自然公園
絶滅の危機にあったタンチョウの保護、増殖を
目的に開園されました。いつでもタンチョウに
出会える公園です。

釧路釧路釧路釧路市動市動市動物園物園物園物園釧路市動物釧路釧路釧路釧路釧路釧路釧路釧路市動市動市動市動市動市動市動市動物物園物園物園物園物園物園釧路市釧路市動物園
シマフクロウの分散飼育がはじまる前までは、
日本で唯一のシマフクロウと出会える動物園
でした。

風蓮 臼風蓮風蓮風蓮湖湖湖 知床知床知床知床 臼臼羅臼羅臼羅臼羅臼羅臼風蓮湖 知床羅蓮風蓮風蓮風蓮風蓮風蓮風蓮湖湖湖湖湖・湖・湖 知床知床知床知床知床知床羅臼羅臼羅臼羅臼羅臼羅蓮湖風蓮湖・知床羅臼
夏場でも留鳥のオジロワシが見られます。風蓮湖
では結氷した湖で行われる氷下待ち網漁のおこ
ぼれ、知床羅臼ではスケソウダラ漁のおこぼれ狙
いのオジロワシやオオワシがやってきます。

根室根室根室根室半島半島半島根 半島根室根室根室根室根室根室根室根室根室半島半島半島半島半島半島半島半島半島根室半根室半島
湿原、森林、海（岬）、草原が連なり、豊かな自然
はオジロワシ、タンチョウ、シマフクロウ、海鳥、
草原の鳥と北方系の鳥が暮らしています。

厚岸水鳥観察館、霧多布湿原センター、根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター、
野付半島ネイチャーセンターなどもおすすめです。

◀タンチョウの飛翔

▲シマフクロウ

◀風蓮湖の白鳥

▼オオワシ

フィッシャーマンズ
ワーフMOO

昆布森釧路港

阿寒バスJR線

バス路線

タクシー乗り場あり（バス待合室あり）
レンタカーあり
レンタサイクルあり

タクシー乗り場
レンタカーあり（バス待合室あり）

くしろバス
根室交通

斜里バス

主な始発地からのバス所要時間

根
室
本
線

釧路駅前

とかち帯広空港

帯広の森

茶安別

音別

白糠

中札内

更別

幸福

広尾

池田

駅

バス停

幕別

池田

帯広
芽室

釧路

釧路駅前から 約1時間15分

釧路駅前から 約0時間00分

主な始発地からのJR所要時間

便名またはバス会社名と運行本数

釧路駅から 約0時間00分

白糠駅前から 約15分

白糠駅前から 約45分

帯広駅バスターミナルから 約1時間

帯広駅バスターミナルから
約2時間20分

帯広市内ホテルまわり 約40分～45分
帯広駅直通 約38分

帯広駅から 約15分

帯広駅から
約30分

くしろバス 5～6往復（3往復）

くしろバス 26往復
（12往復）

くしろバス 2往復（運休）
釧路駅前から

阿寒バス 5往復（3往復）

北海道拓殖バス 空港便により接続運行

十勝バス 空港便により接続運行

北海道拓殖バス
3往復（4往復）

十勝バス 14往復（10往復）

浦河へ

町営バス
北紋バス

北海道北見バス
都市間バス
期間運行網走バス

十勝バス
北海道拓殖バス

オーロラ号
都市間バス 札幌ー根室

高速ひろおサンタ号
都市間バス 札幌ー広尾

スターライト釧路号
都市間バス 札幌ー釧路

駅
・
バ
ス
停
の
色
分
け

普

※JRの所要時間は、特急または快速の時刻表を参照しています

※（　　）は土日祝日、「　　」は土日の便数です

ひがし北海道 JR・バスススはやわか

※タクシー乗り場、レンタカーの表示はJR駅を、
　レンタサイクルの表示はバス停を優先しています

幕別まで 普通10～12便

※このマップは、平成23年12月1日時点の情報をもとに作成されています。運行ルートなどは変更さ

※お電話をおかけの際は番号をお確かめのうえ、間違いのないようにお願いします。

6,000円／9時間30分5,000円／9時間

6,000円／10時間

7,000円／9時間

2,500円／5時間

2,000円／3時間50分

5,400円（往復）／8時間

2,650円／2時間40分

1,000円／2時間

オホーツク
紋別空港
オホーツク
紋別空港

阿寒湖温泉阿寒湖温泉

ののの

運行路線名 料金／所要時間

※　 は、普通列車の所要時間です普

0152-76-2151
0157-47-2116
0157-52-3313
0158-42-8360

美幌観光物産協会
津別観光協会
訓子府町産業観光振興協議会
置戸町観光協会
えんがる町観光協会

豊頃町観光協会
本別町観光協会
あしょろ観光協会
陸別町観光協会
浦幌町観光協会

0154-62-2193
0153-52-3131
0153-62-2111
015-485-2264
0154-64-2020

釧路町観光協会
厚岸観光協会
浜中町観光協会
標茶町観光協会
鶴居村観光協会

0152-22-2125
0152-23-2424
0152-24-2639
0152-25-4111

知床斜里町観光協会
知床斜里観光案内センター
知床観光案内所
きよさと観光協会

0152-43-2362
0157-23-4350
0152-73-1515
0158-42-5370

網走駅
北見駅
美幌駅
遠軽駅

0152-23-2634
0153-24-3208
0154-24-3176
015-485-2018
015-482-2030
0155-23-8176
0156-64-5130
0155-62-2010
015-572-2024

知床斜里駅
根室駅
釧路駅
標茶駅
摩周駅
帯広駅
新得駅
芽室駅
池田駅

JR北海道 旭川支社（http://www.jrasahi.co.jp/）

JR北海道 釧路支社（http://www.jrkushiro.jp/）

0152-43-4101
0158-24-2165
0157-23-2181
0152-23-0766
0153-24-2201
0154-36-8181
0154-37-2221
0155-37-6500
0155-31-8811

http://www13.ocn.ne.jp/~abashiri/
http://www6.ocn.ne.jp/~hokumon/hokumon/
http://www.h-kitamibus.co.jp/
http://www.sharibus.co.jp/
http://nemurokotsu.ftw.jp/
http://www.kushirobus.jp/index.html
http://www.akanbus.co.jp/
http://www.tokachibus.jp/
http://www.takubus.com/

網走バス株式会社
北紋バス株式会社
北海道北見バス株式会社
斜里バス株式会社
根室交通株式会社
くしろバス株式会社
阿寒バス株式会社
十勝バス株式会社
北海道拓殖バス株式会社

0158-26-2655
0152-74-3115
0153-73-5601
0154-57-8304
0155-64-5678

http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/kk/akk/rjeb1.htm
http://www.mmb-airport.co.jp/
http://www.nakashibetsu-airport.jp/
http://www.kushiro-airport.co.jp/
http://obihiro-airport.com/

オホーツク紋別空港
女満別空港
中標津空港
たんちょう釧路空港
とかち帯広空港

■知床エリア

■JR ■バス会社

0570-029-222
0570-025-071
011-707-1122

050-3116-7370
0570-006-007

SKY（スカイマーク）
HAC（北海道エアシステム）

ANA（全日空）
JAL（日本航空）
ADO（エア・ドゥ）

■航空会社

■空港

015-482-2200
015-483-2670

摩周湖観光協会
川湯温泉観光案内所

■川湯エリア

交通に関するお問合せ

015-574-2216
0156-22-2141
0156-25-6131
0156-27-2141
015-576-2181


