札 幌 近 郊〈 道 央 圏 〉オートキャンプ 場

旭 川・稚 内〈 道 北 圏 〉オートキャンプ 場

札幌を中心とした道央圏からクルマで２〜３時間も走ればかなり遠くまで行ける。

旭川・留萌・上川・紋別から上の北エリアは、国内最北の稚内に近くほどに旅行者やツアラーが増えてくる。

高速道路を上手に使って日高方面や空知方面、ニセコを越えたキャンプ場も行ってみよう。

キャンプ場もファミリーに人気のところから、ソロで静かに佇む姿や、キャンピングカーで優雅なシニアなどそれぞれのシーンが見られる。

住所

波を音が聞こえる森のサイト
ひゃくにんはま

襟裳岬から車で約10分。
風の強いエリアにあってカシワの森

に囲まれた雰囲気のいいキャンプ場。
オートと名がついて車を

横付けできるサイトも19ある。
自由に使える簡易ベンチがあっ

たり、
炉が置かれていたり、
細かな配慮がうれしい。
遠くから波

の音が聴こえていて、
最果ての場所にいることを感じさせる。
えりも町字庶野102- 5

210

014 66 - 4 -2168

えりも岬から約８㎞

4月20日〜10月20日

フリーサイト１泊１人、大 人310円、小学生20 0円、ほか

料金

住所

ひがしかぐら森林公園キャンプ場 オートキャンプ場フローレ

きのこの里あいべつオートキャンプ場

総合リゾート施設「二風谷ファミリーランド」の一番奥に

位置するキャンプ場。管理棟近くのオートサイトはフラット

深川市内を遠くに見下ろす高台につくられたキャンプ場。
A・B

ゾーンは小高い方にあり、
コテージゾーンを真ん中にフリーサイ

上富良野の市街地にも近く、ラベンダーが咲き誇る人気

トが希望なら、
少し奥の
「フローレ」
が選べる。
こちらはプライ

る。2019年シーズンから新バンガローが登場。展望台には

ありスワンボートや、
サイクルモノレール、
ゴーカートコースも

なエリア。上の方のオートサイトは段々畑状のサイトになっ

トとC・Dゾーンに分かれている。
別荘タイプの２階建コテージは

に。
フリーサイトは段々畑場になった斜面側と２つに分かれ

をはじめテニスコートやパークゴルフ場、
遊具などもある。

ングも楽しい。
温泉は徒歩でも行ける
「アグリ工房まあぶ」
へ。

ぜひ登ってみて、
十勝岳連峰の雄大なパノラマが見られる。

ている。バンガロー９棟が森の一角にある。施設内には温泉
平取町二風谷94 - 8４

211

01457-2-3807

４月末〜10月下旬

白樺に囲まれ涼しげ。
センターハウスで自転車を借りてサイクリ
深 川市音江町音江459 -1

016 4 -26 -30 0 0
深 川ICから約２分

213
専用サイト有り

入場料中学生以上1,000円、
フリーテントサイト１日１張500円、
ほか

フリーサイト持ち込みテント１張50 0円〜

301

0167-39 - 420 0

４月25日〜10月25日

入場料中学生以 上80 0円、フリーサイトは入場料のみで
利用できる、ほか

名寄市風連町にある忠烈布（ちゅうれっぷ）湖のほとりに

120張、
コテージ３棟がある。
自然公園にはショウブ園や花

国道38号線沿い、
芦別市街地から約14㎞、
富良野市街地から約16㎞
可、建 物内はNG

４月下旬〜10月上旬

スタンダードカーサイト2,360円
（７・８月以外）
、
ほか

道の駅樹 海ロードひだかから70 0m
Cサイトのみ可

４月下旬〜10月中旬

入場料10 0円、持ち込みテント１泊１張１〜３人 用4 0 0円、ほか

た変化のあるオートサイトが並ぶ。適度に残された背の高い
物であるチーズやソーセージはぜひBBQで味わいたい。
黒 松内町字黒 松内521-1
0136 -72- 454 6
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黒 松内市 街から道 道９号を長 万部方面に約3㎞
オートサイト、バンガローのみ可（バンガロー内はNG）

４月下旬〜10月中旬

入場料高校生以上900円、
フリーテントサイト１泊１張550円、
ほか

※掲載情報(データ)は2020年3月現在の情報です。料金や時間は変更になる場合もありますので、ご利用の際には、必ず事前に施設にお問い合わせのうえご利用ください。

03

使 用料１人１泊小学生以 上30 0円、
テントなど１張 4 0 0円、ほか

道立サンピラーパークは大きく３つのエリアと11のゾーン

風 連市 街 地から道 道758号を下川方面へ約７㎞
可

フリーサイト１張550円、ほか

可

そうや

北海道立宗谷ふれあい公園オートキャンプ場
稚内市と宗谷岬のあいだにあり、
最果ての雰囲気がどこか漂

う。
受付があるビジターセンターは広い遊び場があり雨の日は

適。
コテージが３棟あり、
別荘感覚で利用ができる。
交流館で

トは平日もキャンピングカーやソロのツアラーなどで賑わって

は巨大な室内遊具があり、
子どもたちはおもいっきり遊べる。

５月中旬〜10月下旬

303

01658 -7-280 0

からなる大きな公園。
オートキャンプ場は
「森の休暇村」
エリア

木園などがあり、
季節に咲く花々が楽しめる。

304

愛 別町字愛山131

最北端の雰囲気が漂う

きゅうかむら

にある。
近くには国内最大級の天文台があり星空観察には最

01655 -3 -2755

ニジマス釣りができる。
道具のレンタルがあり手ぶらで楽しめる。

フリーサイトテント１張1,50 0円、ほか

ある。オートサイト20区画、フリーサイトは運動広場に約

名寄市風 連町池の上165

サイトがある。
明るい芝生のエリアと、
木々が残された林間サイト

のエリアがある。
フリーサイトの近くには遊水池と遊水路があり、

愛 別ICから国道39号を層雲峡 方面へ約10 ㎞

サンピラーパーク森の休暇村オートキャンプ場

国内の
「ブナ北限のまち」
として知られる黒松内町。
市街地

田園地帯に整備されたオートキャンプ場。
管理棟に向かって右

手がオートサイト。
33区画。
左手には一段下がった場所にフリー

7月上旬〜9月下旬

専用サイトのみ可

ふうれん湖望湖台自然公園オートキャンプ場

木々から、
こもれびが気持ちいい空気を生み出す。
まちの特産
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4月下旬〜10月下旬

歌才オートキャンプ場ルピック

可能なCサイトもあり、
ドッグランコーナーも設置。
ゆったりと

01457- 6 -2922

302

広大な公園の中で遊ぶ

ぼうこだい

ンプ場をはじめ周囲をぐるりと見渡せる。湖では釣りがで

日高町字富岡

東 神楽町25

0166 - 8 3 -3727

シラカバ林から湖を眺める

ある「ふうれん望湖台自然公園」。サイトはこの公園の中に

した規模や自然度を残したサイトの雰囲気がすばらしい。

ある。
すぐ近くには温泉宿泊施設もあって快適この上なし。

道の駅ひがしかわから約５㎞

NG

にほど近い立地のキャンプ場は、
ゆるやかな傾斜地を活かし

沿って奥に広く延びている。
オートサイトの中には愛犬同伴が

ベート感のある落ち着いた雰囲気。
広い公園内には遊水池が

国内最北のブナ林にふれる

うたさい

日高地区の市街地にも近く、
高い木立に囲まれた木漏れ日

上富良野町 東２線 北27号
上富良野町 市 街 地から道 道 291号へ約2㎞

通年（11月からは一部サイト営業）、
コテージも通年

NG

テントサイトは木々が残されたフラットな芝生。
オートサイ

公園の一角にある。オートサイトとコテージは平坦な場所

あふれる気持ちのいいキャンプ場。
オートサイトは沙流川に

215

料金

日の出公園オートキャンプ場

いキャンプ場。受付は「滝里ダム防災施設」内で。この施設

0124 -27-3939

ペット同伴

まあぶオートキャンプ場

日高沙流 川オートキャンプ場

芦別市滝里町288

営業 期間

二風谷ファミリーランドオートキャンプ場

滝里湖オートキャンプ場

きるほか、カヌーやマリンジェット使用ができる。

アクセス

釣りと水辺に親しむ

さるがわ

では旧滝里町に関する資料展示があり、展望台からはキャ

電話番号

遊びのメニューが盛りだくさん

木もれ日が心地いい

空知川の流れをとめてつくられた「滝里湖」の眺めがよ

ペット同伴

あらゆるキャンパーで賑わう

ダム湖と開放感いっぱい

たきさとこ

営業 期間

深川IC 近くの高台サイト

平取市 街から国道 237号を日高町方面へ約７㎞

NG

アクセス

ファミリーに使いやすい

にぶたに

百人浜オートキャンプ場

電話番号

名寄市字日進

305

01654 -3 - 9555

名寄市 街から道 道939号へ、案内板に沿って進む
サイトのみ可

４月29日〜10月31日、
コテージは通年
オートキャンプサイト１泊１張3,30 0円

ありがたい。
換気扇がブンブン回る屋内BBQ施設もある。
サイ

いる。
すてきなデザインのロッジは、
別荘感覚で利用できる。
稚内声問５丁目4 0 -1

306

0162-27-2177

稚内中心部から約10 ㎞
4月29日〜9月30日

一部可

入場料中学生以 上50 0円から、フリーテントサイト、
車30 0円から（時期によって料金が異なる）

※掲載情報(データ)は2020年3月現在の情報です。料金や時間は変更になる場合もありますので、ご利用の際には、必ず事前に施設にお問い合わせのうえご利用ください。
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