
2016北海道合宿プラン 岡井班 

 

8/21 日 １日目 

中標津空港―標津  24km 56up r69—r8-R272-R244 

買：セーコーマート標津まるよし店 （5:00-24:00 年中無休 0153-82-2518） 

風：標津川温泉ぷるけの館ホテル川畑 （¥500 14:00-20:00 年中無休 0153-82-200） 

宿：しべつ海の公園オート（500円 0153-82-2265） 

 

8/22 月 2日目 

標津―斜里  115.1km  1248up  R335-R334 

買：らずるまーと斜里店 (9:30-21：00 年中無休 0152-22-1400) 

風：斜里温泉湯本館 （¥400  年中無休 7:00-20:00  0152-23-3486） 

宿：クリオネキャンプ場 ライダーハウス （¥3500 夏季無休 0152-23-5108） 

 

8/23 火 3日目 

斜里―美幌 56km 109up  R334-R243   

買：コープさっぽろびほろ店 （9:00-21:00 年中無休 0152-75-2300） 

風：峠の湯びほろ （¥500  10:00-21:45 第二水曜定休 0152-73-2121） 

宿：美幌後楽園 (¥3500  in15:00-22:30 年中無休 0152-73-1992)  

 

8/24 水 4日目 

美幌―摩周  84.9km  1121up  R243-r52  ＊2時半起  砂ぶろ  前日に飯を買う 

買：ふくはら摩周店 （10:00-21:00  年中無休  0154-82-2318） 

風：桜丘温泉 亀の湯  （￥200 6:00-21:00  年中無休 0154－82－2233） 

宿：温泉民宿摩湖  （¥3000 in16:00-21:00  年中無休 0154-82-5124） 

洗：ペンション Birao （0154-82-2979 年中無休 7：00－22：00） 

 

8/25 木 ５日目 

摩周―阿寒 阿寒半日フリー  39.9km  819up   R241-R240  摩周にて補給必須 

買：セイコーマート阿寒湖温泉店 （6:00-24:00 年中無休）  

風：まりも湯 （¥500 9:00-22:00 年中無休 0154－67－2305） 

宿：ホテル山水荘 （¥1550 年中無休 0154-67-2101） 

 

8/26 金 ６日目 

阿寒―釧路  66.4km 133up R240-釧路摩周自転車道 



買：コープさっぽろ新橋大通店  （9:00-21:00  年中無休 0154-25-0220） 

風：ふみぞの湯  （¥420 10:00-24:00 年中無休 0154-39-1126） 

宿：JOY Cafe 釧路桂店 （¥1550 年中無休 0154-38-4646） 

洗：マンチャオ池田店 （10:00-21:00  0120-79-5523 無休） 

米町公園 次の日の朝飯 

 

8/27 土 ７日目 

釧路（輪行）池田―糠平 68.4km  581up  R242-r496-r134-R273 

釧路 5:42-池田 8;08 

買：Aコープ 上士幌店ルピナ （9:00-19:30 第四日曜定休 0156－49－2666） 

風：糠平温泉 中村屋 （¥500  14:00-20:30 不定期にて休み 0156-44-2311） 

宿：ぬかびらユースホステル （¥4800  0156-44-2004 夏季無休） 

 

8/28 日 8日目 

糠平―旭川 128km 1041ｐup  R273-R39 

買：イオン旭川永山店 （8:00-22:00 年中無休 0166-47-7111） 

風：大雪の湯 （¥440  12:00-22:00 年中無休 0166-47-2683） 

宿：快活クラブ (¥1500 年中無休 0166-40-2788)   

 

8/29 月 9日目 

旭川フリー 

旭山動物園、美瑛 etc… 

買：イオン旭川永山店 （8:00-22:00 年中無休 0166-47-7111） 

風：大雪の湯 （¥440  12:00-22:00 年中無休 0166-47-2683） 

宿：快活クラブ (¥1500 年中無休 0166-40-2788) 

洗：コインランドリーはなこ （0166-34-8244 年中無休 6:00-24:00） 

 

8/30 火 10日目 

旭川（輪行）稚内―宗谷岬（どうでもいい）―稚内  62km  60up  R238 

輪行：新旭川 6：09―稚内 11：56   18切符￥2400 

買：西條百貨店 稚内店 （9:30-20:00  年中無休 0162-24-5151） 

風：みどり湯 （￥440 0162-22-4275  月曜定休 15：00－20：30） 

宿：みどり湯ライダーハウス （1000¥ 夏季無休 以下同上） 

 

8/31 水 １１日目 

稚内（フェリー）利尻島一周 54km 327up  r105 



フェリー:7:15―8:55  ¥3300   

買：ホーマックニコット （0163-82-2711 年中無休 9:00-20:00） 

風：利尻富士温泉 （￥400 10:00-21:00  夏季無休 0163-82-2388） 

宿：ホテル綾瀬 （￥20000 夏季無休 0163-82-1560 安宿無し。台風来ようが野宿！） 

 

9/1 木 １２日目 

利尻（フェリー）礼文一周（フェリー）稚内 63km 523up  r40-r507-r40 

フェリー：礼文行 9:20-10:05 ¥1500  稚内行 17:05-19:00  ¥3500 

買：西條百貨店 稚内店 （9:30-20:00  年中無休 0162-24-5151） 

風：みどり湯 （￥440 0162-22-4275  月曜定休 15：00－20：30） 

宿：みどり湯ライダーハウス （1000¥ 夏季無休 以下同上） 

洗：スキル （0162-22-3423  7:00-23:00  年中無休） 

 

9/2 金 １３日目 

稚内―雄信内 99.1km 71up  r254-r106-r551 

買：中央スーパー天塩店 （8:30-20:00  0163-29-2525  年中無休） 

風：てしお温泉夕映 （11:00-21:00  ¥500  0163-22-3111  年中無休） 

宿：てしお温泉夕映 （11:00-21:00  ¥3600  0163-22-3111  年中無休 in15:00） 

 

9/3 土 １４日目 

雄信内（輪行）小樽 

18切符￥2400 雄信内 12：23－小樽 19：34 

買：プレ打ち！！  

風：小樽温泉オスパ （¥850 年中無休 24時間 0134-25-5959） 

宿：小樽天狗山ユースホステル （￥4000  夏季無休 0134-33-6944） 

 

9/4 日 １５日目 

半日小樽フリー―札幌 38km  315up  R5 

 

 

総距離 901.9km  総 up 6404m 

 

費用：飛行機２万、湯 6000、電車１８切符×３ 7200、フェリー8000、＋飯飯飯飯、、、、 

  ＝8万ぐらい 

 

見どころとして、順を追っていくと開陽台、知床峠、美幌峠、屈斜路湖、摩周湖、阿寒湖、



釧路湿原、タウシュベツ橋梁、三国峠、美瑛、宗谷岬、利尻島、礼文島、ノシャップ岬、オ

ロロンライン、小樽があり、まああとはうまい飯あったら食べてく感じで。グルメ班の名は

誰にもゆずらないよ？ちなみにＰが途中でダウンしても置いてかないでね。 


