
感動！釧路湿原



『釧路湿原国立公園』
昭和62年７月に国内28番目の国立公園として誕生
広大な湿原部分と湿原東部に位置する海跡湖や周辺丘陵部を含む26,861haが指定され、
平成23年9月に28,788haに公園面積が拡大。
指定の理由（釧路湿原国立公園指定書より抜粋）
本地域は、北海道の東部、釧路川に沿って展開する我が国最大の湿原、釧路湿原を中核とする地域である。
釧路湿原においては、他の地域では既に喪失してしまっている我が国の平野部の原自然が保存されており、
湿原全体を支配するヨシと散在するハンノキ林、蛇行する河川等が構成する自然性の高い広大な水平的景観は、
我が国では他に類例のない特異性を持っている。
高層湿原、中間湿原、低層湿原それぞれに特徴的な植生が見られ、特別天然記念物タンチョウをはじめとする
各種鳥類のほかキタサンショウウオ、エゾカオジロトンボ等貴重な動物が生息している。
また、湿原の主要部は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（ラムサール条約）の
登録湿地とされるなど本湿原は国際的にも高く評価されている。
このように、壮大な景観を有し、貴重な野生生物が分布する本地域は、
我が国を代表する傑出した自然の風景地であるので国立公園として指定し、風致景観を保護するとともに、
これらの自然の特性を活かした利用の増進を図ろうとするものである。
釧路湿原データ
日本で最も広い湿原。
東西最大幅25km、南北36km(新版釧路湿原:釧路新書より）　
面積22，070ha（湖沼含む）東部に塘路湖、シラルトロ湖、達古武湖の３つの海跡湖がある。

私たちは、実際の体感と体験を通して
この釧路湿原のすばらしさを多くの方に知っていただき､
人が自然とともに生きていくことのすばらしさを
心と体で感じていただきたいと思っています。

私たちは、実際の体感と体験を通して
この釧路湿原のすばらしさを多くの方に知っていただき､
人が自然とともに生きていくことのすばらしさを
心と体で感じていただきたいと思っています。

 釧路湿原の入り口、塘路ネイチャーセンターへようこそ

小鳥のさえずりに耳を傾け、
足を止めて美しい花に心を揺るがす
湿原を渡る風を全身に受け、
釧路川の奏でるやさしい水音に心を静める
そんなゆったりとした時間をすごしてみませんか？
釧路湿原の自然の中に一歩足を踏み入れて、
大きく深呼吸しましょう
視界一杯に広がる釧路湿原、新鮮で澄んだ空気。
ゆったりと流れる釧路川。
あなたのスピリットは自然と共に在ります
そう、ここは人と自然の距離を近づける場所

小鳥のさえずりに耳を傾け、
足を止めて美しい花に心を揺るがす
湿原を渡る風を全身に受け、
釧路川の奏でるやさしい水音に心を静める
そんなゆったりとした時間をすごしてみませんか？
釧路湿原の自然の中に一歩足を踏み入れて、
大きく深呼吸しましょう
視界一杯に広がる釧路湿原、新鮮で澄んだ空気。
ゆったりと流れる釧路川。
あなたのスピリットは自然と共に在ります
そう、ここは人と自然の距離を近づける場所



自 然 散 策

Nature Watching 日本最大の湿原が広がる「釧路湿原」。
特別天然記念物のタンチョウをはじめ、多くの水鳥たちのサンクチュアリ
湿原は低層湿原と高層湿原からなり、変化に富んだ植生を見せています。
まさに、ここは野生生物の宝庫。そっとのぞいてみませんか。

－ 通年催行 (ただし、冬期間は別メニュー）－

湿原を渡る風を感じる､釧路湿原の休日 水の旅人、低層湿原と高層湿原の旅

塘路スペシャル オリジナルコース

キラコタン岬、霧多布湿原､チンペの鼻、
アヤメヶ原、別寒辺牛湿原、野付半島、
裏摩周、神の子池、牡鹿の滝など 
ご希望にあわせてコースを作ります。

所要時間：4時間以上　チャーター
開催期間：通年
空港、ホテル無料送迎サービスも可能です。

塘路～コッタロ湿原～温根内木道～塘路

釧路湿原の入り口、
塘路をスタート
するツアー、
二本松、コッタロ
湿原を抜けて
温根内へ。
途中の見所も
ご案内します。
唯一湿原の中を
歩くことのできる
温根内木道を
専門のガイドが
ご案内します。

低層湿原から高層湿原への移り変わり、植生の変化、
湿原の特異な生態系など実際に間近に見て
感じ取ってください。
【プライベートツアー】
所要時間：4時間
開催期間：4月から11月まで
スタート時間はご指定ください（毎時 0分スタート）

塘路～二本松～コッタロ湿原～温根内木道

四季折々の､釧路湿原をお楽しみください。
湿原ガイドがベストポイントへとご案内します。
湿原を渡る風を肌で直接感じてみませんか。
森、湖、そして湿原と変化に富んだ人気のコースです。
ゆったりとした、湿原の一日をお過ごしください。

所要時間：約6時間　チャーターツアー
開催期間：3月から12月まで
空港、ホテル無料送迎サービスも可能です。

二本松の丘、塘路ネイチャーセンターの森

塘路ネイチャーセンターの森ではキタキツネやシマリス、
アカゲラなどがみんなを待っている。
タイミングが合えばオオワシやエゾリスにも会えるかも。
やちまなこもあるので覗いてみよう。
ほとんど知られていない釧路湿原の穴場、二本松。
ここからの眺めは細岡よりも上かも。
所要時間：約2時間
開催期間：4月から11月まで
ツアー催行スケジュール
午前　09：30　お昼　12：00　午後　14：30



ネイチャーカヌー

Nature Canoe

－ 通年催行 (ただし、冬期間は別メニュー）－

2014 TORO NC

釧路川、湿原カヌー下り　カワセミコース
　                 約3時間　スガワラ～塘路湖

釧路川、湿原カヌー下り　コッタロコース
　                    約2時間　茅沼～スガワラ

釧路川蛇行復元エリアからエントリー。
蛇行を繰り返す釧路川を下りスガワラまで。
湿原の始まり（最上流部）を感じ取れるコースです。
エゾ鹿やヤマセミ、タンチョウが挨拶に来るかも。

開催期間：3月から12月中旬まで

スタート時間
07.00、10.00、12.00、15.00釧路湿原再生事業の釧路川蛇行復元によって生まれた、

2010年からの新しいコース。

釧路川、湿原カヌー下り　ヤマセミコース

　              1時間半　スガワラ～フタマタ

釧路川の湿原域を下ってみよう。

エゾ鹿やタンチョウが挨拶に来るかも。 

レギュラーコースを下るにはちょっと時間が

足りないけれども釧路川を下ってみたいという方向き。

開催期間：3月から12月中旬まで

スタート時間

08.00、11.00、13.00、16.00蛇行を繰り返す釧路川、

大きく削れた二本松クリフなど、穴場的コース

釧路川、湿原カヌー下り　レギュラーコース
　                          約3時間　塘路湖～細岡

のんびりと、釧路湿原を愉しみましょう
もっともポピュラーなコース

水鳥の遊ぶ塘路湖から小鳥たちの歌声の聞こえる
阿歴内川をぬけ釧路川本流へ
湖、小さな支流、そして本流と釧路湿原満喫コース！

コーヒー／紅茶＆クッキーをご用意いたしました。
湿原で味わうゆったりとした一時をお楽しみください。

開催期間：3月から12月中旬まで

スタート時間はご指定ください（毎時 0分スタート）
6月から9月までは早朝（5時から）もOKです

さあ、僕たちといっしょにカヌーで釧路湿原へと漕ぎ出しましょう。
季節ごとに、日ごとに、いや時間ごとにその表情を変える釧路湿原。
川の水音と湿原を渡る風の音を聞きながら下る釧路川。
ときおり姿を見せる野生動物たち。
きっと、この静かなひとときが心にしみる栄養となるでしょう。
ゆったりとした時の流れの中、心ゆくまで釧路湿原の自然を愉しんでください。
ここには超日常の世界があります。

塘路NCの裏メニューがついに。
超スペシャルコース

塘路NCの裏メニュー。
常連さんの間で評判なこのコースをついに一般公開！！
スガワラからフタマタの釧路川を下り、アレキナイ川を
逆走して塘路湖へ、塘路湖ではのんびりと
湿原の広さを感じながらクルージング。

コーヒー／紅茶＆クッキーをご用意いたしました。
湿原で味わうゆったりとした一時をお楽しみください。
開催期間：4月から12月中旬まで
スタート時間
06.00、09.00、12.00、15.00（夏季のみ）



ネイチャーカヌー

Nature Canoe

－ 通年催行 (ただし、冬期間は別メニュー）－

釧路湿原の母なる川、釧路川。
都会の喧騒を離れ、大自然に抱かれて、静かなひと時を過ごすとき、
心は何かを感じるはずです。

2014 TORO NC

釧路川、湿原カヌー下り　葦原コース
　                 約3時間　細岡～岩保木

ゆったりと蛇行を繰り返す釧路川。

葦原の中をのんびりと湿原を渡る風に吹かれて。
お勧めは早朝と夕方。
静かな湿原の雰囲気を味わうには一番良い時間です。

コーヒー／紅茶＆クッキーをご用意いたしました。
湿原で味わうゆったりとした一時をお楽しみください。

開催期間：4月から11月末まで
スタート時間はご指定ください（毎時 0分スタート）
6月から9月までは早朝（5時から）もOKです

釧路川、湿原カヌー下り　タンチョウコース

　                    約4時間　五十石～フタマタ

釧路川湿原域の最上流部、ここから釧路湿原の始まり。
湿原域の中では最も変化に富んだコースです。
早朝はタンチョウが挨拶に来ることもしばしば

コーヒー／紅茶＆クッキーをご用意いたしました。
湿原で味わうゆったりとした一時をお楽しみください。

開催期間：4月から11月末まで
スタート時間はご指定ください（毎時 0分スタート）
6月から9月までは早朝（5時から）もOKです湿原域の中で最もダイナミックなコース

釧路川、湿原カヌー下り　よりみちコース
　                       約3時間　五十石～茅沼

 五十石、茅沼間には探検のできる側流や古川がいっぱいあります。
そんなところをよりみちしてみましょう。
時間をかければかけるほど新しい発見や感動が待っていますよ。

コーヒー／紅茶＆クッキーをご用意いたしました。
湿原で味わうゆったりとした一時をお楽しみください。

開催期間：4月から11月末まで
05.00（6月から9月）、08.00、10.00、13.00

釧路湿原カヌー下り　白霜（はくそう）コース
　                                  約1時間　阿歴内川

カワセミ、オジロワシなど野生生物が熱烈歓迎！

穴場的存在。塘路湖の流れ出しから釧路川との
合流点まで（阿歴内川）

ここはカワセミやヤマセミが 多いコース。
静かに湿原の雰囲気を感じながら下るには最高

開催期間：12月から3月末まで
7時、8時、9時、10時、11時、12時、13時スタート
釧路市街からの送迎付きツアーもございます
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リバーウォッチング

River Watching 湿原ガイドが釧路川をご案内する、
本格的なリバーウォッチングツアー。
釧路湿原という大自然の懐でのすばらしい体験をお届けします。

ファミリー&年配のグループ向き。
のんびり釧路川を感じよう
リバーウォッチングツアーは
ドリフトボートを使用しますので、
安定性は抜群。
バードウォッチング、
アニマルウォッチングなども楽しめます
釧路湿原をじっくりと愉しみましょう

釧路湿原、リバーウォッチングツアー
（ドリフトボート）

茅沼～スガワラ

所要時間：約2時間
開催期間：4月から11月
冬季は 別プログラムにて催行

ツアー催行スケジュール
10：00～12：00
12：00～14：00
3名様以上で催行、要予約

釧路湿原、川下り（ラフトボート）

茅沼～スガワラ

釧路湿原ネイチャークルーズは
お子様連れのファミリーのお客様に大人気。
自然の中でのすばらしい体験をお届けします
美しいものや不思議なものを見つけ、
喜んだり、驚いたり。
釧路湿原という大自然の懐で一日を過ごし
みんな一緒に心に何かを感じましょう。

所要時間：約2時間
開催期間：4月から11月
冬季は 別プログラムにて催行

ツアー催行スケジュール
10：00～12：00
12：00～14：00
3名様以上で催行、要予約

賑やかにみんなで力をあわせて、
釧路川を下ってみたいという方向き
ラフトボートのツアーは
皆で力を合わせてわいわいがやがや。
スポーツ的要素が強くなります。
ゴールまで漕ぎきったときの
達成感ならこちら。

釧路湿原ネイチャークルー ズ
（ドリフトボート）

茅沼～スガワラ

所要時間：約2時間 半
開催期間：4月から11月

チャーターツアー、要予約
夏季限定
ファミリースペシャルもある
ファミリーには
ザリガニ釣りが大人気
バードウォッチングや
写真撮影にも最適です

－ 通年催行 (ただし、冬期間は別メニュー）－



タンチョウ観察

Tancho ECO タンチョウというと冬の給仕場に集まるタンチョウしか知らない？
自然の中でタンチョウはどのように生活しているの？
自然環境や人間との係わり合いは？
本当のタンチョウの姿をもっとよく知ろう！

３月…給餌場から湿原へ、巣作り
枯れヨシなどを集めて巣を作ります。大きさは直径２m、
高さ３０ｃｍほどの皿状です。
通常、卵は２個で、雌雄交代で約３２日間抱卵します。
タンチョウの夫婦のテリトリーは２～７ｋ㎡と広い範囲に及びます。
５月…孵化
約３２日間の抱卵の後、体長１３cm、体重１３０gほどの
雛が誕生します。
雛は孵化後３～４時間で羽毛が乾き、半日もすると動き出し
３日もすると、親鳥と一緒に巣を離れて生活します。
８月…飛翔
雛は孵化後１００日ほどで飛べるようになります。
親鳥とほぼ同じ大きさになりますが、首から上がまだ茶色をしています。
１０月…湿原から給餌場へ
親鳥が幼鳥を連れて人里の給餌場へやってきます。
翌年の３月まで給餌場とねぐらを往復します。
２月ごろには子別れが始まり、親鳥は子供を残して湿原へと戻ります。
幼鳥は４歳で成鳥となるまで群れを作って生活することが多いようです。

所要時間：約2時間
開催期間：3月から10月まで

ツアー催行スケジュール
08：00～10：00
10：00～12：00
13：00～15：00
（2名以上で催行、要予約）

集合：塘路ネイチャーセンター
JR塘路駅、無料送迎あり

タンチョウの生活サイクルに合わせて、
本来のタンチョウの姿をお見せします。

Summer Schedule　夏 Winter Schedule　冬

所要時間：約4時間
開催期間：11月から2月まで

ツアー催行スケジュール
09：30～13：30
（2名以上で催行、要予約）

集合：塘路ネイチャーセンター
JR塘路駅、無料送迎あり

 JR利用で塘路に来られる場合
9.05釧路駅発、9.36塘路駅着



塘路ネイチャーセンター ツアー案内 2019年 10月より 
ネイチャーウォッチング （4月～11月）    
湿原を渡る風を感じる、釧路湿原の休日 6時間 4名様まで ￥44,000 

塘路湖～二本松～コッタロ湿原～温根内木道  
水の旅人、低層湿原と高層湿原の旅 4時間 2名様より お一人様 ￥14,000 

塘路湖～二本松～コッタロ湿原～温根内木道  
湿原ガイドウォーク（温根内） 2時間 4名様より お一人様 ￥6,300 

午前 10：30～12：30 午後 15：30～17：30  集合：温根内駐車場★シェアツアー    

塘路スペシャル（二本松、ネイチャーセンターの森） 2時間 2名様より お一人様 ￥5,250 
午前 09：30～11：30 午後 14：30～16：30  集合：塘路ネイチャーセンター★シェアツアー 

タンチョウ観察エコツアー 2時間 2名様より 大人￥7,800子供4,200 

08：00 10:00 13：00  集合：塘路ネイチャーセンター ★シェアツアー 

ネイチャーカヌー ＆ リバーウォッチング    
釧路川、湿原カヌー下り（レギュラーコース） 約 3時間 2名様より お一人様 ￥15,500 

水鳥の遊ぶ塘路湖から小鳥たちの歌声の聞こえる阿歴内川をぬけ釧路川本流へ 3月～12月 

釧路川、湿原カヌー下り（ヤマセミコース） 約 1.5時間 2名様より お一人様 ￥9,350 
スガワラ～フタマタ 小学生のお子様連れにはこちらをオススメ  3月～12月 08.00、11.00、13.00、16.00 

釧路川、湿原カヌー下り（コッタロコース） 約 2時間 2名様より お一人様 ￥11,500 
茅沼～スガワラ 湿原の始まりを感じて下さい。  3月～12月 07.00、10.00、12.00、15.00 

釧路川、湿原カヌー下り（よりみちコース） 約 3時間 2名様より お一人様 ￥16,500 
五十石～茅沼 カヌーでのんびりと  3月～12月 05.00、08.00、10.00、13.00 

釧路川、湿原カヌー下り（カワセミコース） 約 3時間 2名様より お一人様 ￥16,500 
スガワラ～塘路湖  塘路 NC の元裏メニュー  3月～12月 06.00、09.00、12.00、15.00 

釧路川、湿原カヌー下り（白霜コース） 約 1時間 2名様より お一人様 ￥11,500 
塘路湖～フタマタ  冬季間のみ 12月～3月  7時、8時、9時、10時、11時、12時、13時スタート 

釧路川、湿原カヌー下り（タンチョウコース） 約 4時間 2名様より お一人様 ￥18,500 
五十石～フタマタ：変化に富んだ楽しいコースです。  5月～11月 

釧路川、湿原カヌー下り（葦原コース） 約 3時間 2名様より お一人様 ￥16,500 
細岡～岩保木：葦原の中をゆったりと進みます。  5月～11月 

釧路湿原リバーウォッチング（ドリフトボート） 約 2時間 3名様より お一人様 ￥9,200 
茅沼～スガワラ 10：00～12：00 12：00～14：00 ★チャーターツアー  6名様以上の場合は割引あり、ご相談ください。 

釧路湿原ネイチャークルーズ（ファミリースペシャル） 約 3時間 チャーター お一人様 ￥50,000 
茅沼～スガワラ    10：00～12：00 12：00～14：00 15：00～17：00 

その他    
ダッチオーブン SP（塘路ネイチャーセンターの森） 約 2時間 2名様以上 お一人様 ￥6,000 
BBQ スペシャル（塘路ネイチャーセンターの森） 約 2時間 2名様以上 お一人様 ￥6,000 
スペシャルツアー 
別寒辺牛湿原、カヌークルーズ 約 4時間 2名様より お一人様 ￥23,000 
カヌー（Reg）+ NW SP+キラコタン岬+DO aa 約 9時間 2名様より お一人様 ￥36,000 
カヌー(Reg)+NW SP 二本松、コッタロ、温根内 a 7時間 2名様より お一人様 ￥27,000 
カヌー(Reg)+NW SP 塘路、二本松 b 5時間 2名様より お一人様 ￥18,500 
カヌー(Reg)+NW SP 細岡大観望 c 4時間 2名様より お一人様 ￥19,500 
カヌー(Reg)+NW SP 塘路、二本松+D/O d 6時間 2名様より お一人様 ￥22,000 
カヌー(Yama)+NW SP塘路、二本松 e 3時間 2名様より お一人様 ￥13,500 
☆ カヌーツアーの料金は 1艇に 2名乗艇の場合の料金。1名乗艇の場合は 50%アップ。お子様同乗の場合＋大人料金の 50％。 



TORO Nature Centre Wildlife Tour 2019(from OCT) 
Nature Watching Tours  

KUSHIRO Marsh  Regular Course  6Hrs up to 4 persons ￥44,000 
Lake TORO (Local History /Eco Museum) - NIHONMATSU - COTTARO Marsh - ONNENAI B.W.
☆Private tours 

KUSHIRO Marsh  ONNENAI Course 4Hrs from 2 persons  ￥14,000/per person 
Start at Toro Nature Center, [Reservation required]
☆Private tours   TORO - COTTARO Marsh - ONNENAI B.W. - TORO 

The Guided Walk  ONNENAI B.W.  2Hrs from 4 persons  ￥6,300/per person 
◇10：30～12：30 ◇15：30～17：30  Start at ONNENAI parking, [Reservation required] 
★Share tours 

TORO Special 2Hrs from 2 persons  ￥5,250/per person 
◇09:30～11:30 ◇14:30～16:30  Start at Toro Nature Center, [Reservation required] 
★Share tours   TORO – TWO PINES HILL - TORO Nature Center's Forest - TORO 

Other Private tours 
Kirakotan, Kiritappu Marsh, Notsuke Peninsula, 
Kaminoko Pound and Photo Expedition 

4Hrs～ up to 4 persons from￥37,000 

☆Private tours 

Nature Canoe & River Watching Tours  

The Canoeing Tour – Regular Course – 3Hrs from 2 persons  ￥15,500/per person 
Lake TORO - AREKINAI River - KUSHIRO River - HOSOOKA
Tour scheduled: from March to middle of December. 

The Canoeing Tour – YAMASEMI Course – 90min from 2 persons  ￥9,350/per person 
SUGAWARA - FUTAMATA (Main stream of KUSHIRO River)

The Canoeing Tour –COTTARO Course – 2Hrs from 2 persons  ￥11,500/per person 
KAYANUMA - SUGAWARA (Main stream of KUSHIRO River)

The Canoeing Tour –YORIMICHI Course – 3Hrs from 2 persons  ￥16,500/per person 
GOJYUKKOKU - KAYANUMA (Main stream of KUSHIRO River)

The Canoeing Tour –KAWASEMI Course – 3Hrs from 2 persons  ￥16,500/per person 
SUGAWARA – TORO LAKE 

The Canoeing Tour – HOAR FROST Course – 1Hrs from 2 persons  ￥11,500/per person 
Lake TORO - FUTAMATA (AREKINAI River)

The Canoeing Tour – Tancho  Course – 4Hrs from 2 persons  ￥18,500/per person 
GOJYUKKOKU - FUTAMATA (Main stream of KUSHIRO River)

The Canoeing Tour – Ashihara Course – 3Hrs from 2 persons  ￥16,500/per person
HOSOOKA - IWABOKKI (Main stream of KUSHIRO River)

The River Watching Tour by the Drift Boat 2Hrs from 3 persons  ￥9,200/per person 
KAYANUMA - SUGAWARA (Main stream of KUSHIRO River) (Like a Punting Tour) 
Scheduled Time: ◇07：00, 10：00, 12：00, 15：00  

The Nature Cruise by the Drift Boat 3Hrs upto 6 persons  ￥50,000  
KAYANUMA - SUGAWARA (Main stream of KUSHIRO River)

Others  

Dutch oven Lunch SPECIAL 2Hrs from 2 persons  ￥6,000/per person 
BBQ Lunch SPECIAL 2Hrs from 2 persons  ￥6,000/per person 

Special Tours 
BEKANBEUSHI Marsh Canoe Cruise 4Hrs from 2 persons ￥23,000/per person
Awesome! Enjoy One Day Special All in One aa 9Hrs from 2 persons  ￥36,000/per person 
Canoe (Regular) + N. W. (ONNENAI) a 7Hrs from 2 persons  ￥27,000/per person 
Canoe (Regular) + N. W. (TORO) b 5Hrs from 2 persons  ￥18,500/per person 
Canoe (Regular) + N. W. (HOSOOKA) c 4Hrs from 2 persons  ￥19,500/per person 
Canoe (Yamasemi) + N. W. (TORO) e 3Hrs from 2 persons  ￥13,500/per person 
Canoe (Regular) + N. W. (TORO) + DO d 6Hrs from 2 persons  ￥22,000/per person 

These rates are in case of two guests on one canoe.  In case of single guest on one canoe, it will be 
50% up. Please ask us for more information. 



冬のスペシャル

Winter Special 白い世界へようこそ！
本当の、北海道の大自然にご案内しましょう。
冬こそ北海道！ － 【催行期間：12月～3月】－

カワセミ、オジロワシなど
野生生物が熱烈歓迎！

冬の釧路湿原カヌー下り
白霜（はくそう）コース

冬の湿原満喫一日コース 

・冬の湿原川下り
・スノーシューツアー
・ダッチオーブンランチ
・ワカサギ釣り
    　から、3ツアーをお選びください。

所要時間：約6時間（送迎時間を含む）
7時、8時、9時スタート
開催期間：12月から3月末まで

感動！冬の釧路湿原！
冬もやっぱり、北海道

冬の釧路湿原を心いくまで
楽しみましょう！

大満足コース

Awesome! Enjoy One Day Winter Special
This is a one day course through 
the wintery Kushiro Marshland.
・The Canoeing Tour 
・Snowshoes Tour
・Dutch Oven Lunch
・Smelt Fishing on Ice... 
You can choose 3 of these tours.
Required Time: About. 6 hours 

所要時間：約1時間
7時、8時、9時、10時、11時、
12時、13時スタート
開催期間：12月から3月末まで

冬の釧路湿原カヌー下り、白霜コース＋ネイチャーウォッチング（塘路）
冬道の運転はどうも・・・。でもカヌーに乗りたい！
という方はどうぞこのコースをお選び下さい。
釧路市街、及び近郊の宿泊施設まで送迎付き

The Canoeing Tour – Hoar Frost Course –
　 & Nature Watching Winter Special
Enjoy the wintery Kushiro Marshland!
One view from the canoe and 
the other from the top of a hill!
with its stunning views!
Required Time: About 4 hours
　　 - including transport
Pickup from hotel  08:00~09:00,  
Arrival at hotel  12:00~13:00
Complimentary rides in Kushiro available 

タンチョウ観察エコツアー
【冬】

 所要時間：約4時間
開催期間：11月から2月まで

ツアー催行スケジュール
午前　09：30～13：30

（2名以上で催行、要予約）

JR利用で塘路に来られる場合
9.05釧路駅発、9.36塘路駅着
        ～14.39塘路駅発、15.09釧路駅着

Japanese red-crowned crane 
observation tour ! -Winter schedule -
Let's get to know the Japanese crane! 
This is an all season tour which provides 
the possibility to see the Kushiro Marshland
and lets us realize the symbiosis of nature 
and humans while observing 
the Japanese crane.
Required Time: About. 4 Hours
Tour Scheduled Time   09:30~13:30



冬のスペシャル

Winter Special 白い世界へようこそ！
本当の、北海道の大自然にご案内しましょう。
冬こそ北海道！ － 【催行期間：12月～3月】－

ワカサギ釣りスペシャル

開催期間：12月～3月

8：00am、ホテルピックアップ
12：00pm、ホテル帰着
所要時間：約4時間

釣ったわかさぎをその場で天ぷら
冬の一日を楽しみましょう

手ぶらでOK 無料送迎つき
どこまでも続く白い氷原で
ワカサギ釣りを愉しもう！

北欧から来た、キックスレッド体験付

Smelt Fishing on Ice
Lake TAKKOBU, Lake SHIRARUTORO
Required Time: About. 4 hours
Tour Scheduled Time:  
Pickup 08:00,  Arrival 12:00
Complimentary rides available. 

スノーシューツアー

茅沼（蝶の森）～シラルトロ湖
二本松コース
塘路ネイチャーセンターの森

御神渡りやタンチョウに出会えるかも
ベストコースへご案内します。

開催期間：12月～3月

8：00am、ホテルピックアップ
12：00pm、ホテル帰着
所要時間：約4時間

 スノーシューレンタル付き
手ぶらでOK 無料送迎つき

Snow Shoes Tours
Required Time: About. 4 hours
Tour Scheduled Time:  
Pickup 08:00,  Arrival 12:00
Complimentary rides available. 

 ■ご用意いただくもの
◇【服装】：ダウンジャケットなど暖かい服装
◇【帽子】：耳まで隠れるものがベスト
◇【マフラー】
◇【手袋】
◇【靴】：防寒、防水性のあるもの
■用意いただくとよりよいもの
◇カイロ
◇サングラス

ネイチャーウォッチング
【冬】

北海道の冬を見つける

開催期間：12月～3月

8：00am、ホテルピックアップ
12：00pm、ホテル帰着
所要時間：約4時間

タンチョウ、オジロワシ、
御神渡り、霧氷などなど

北海道の冬を探しにいきましょう
Nature Watching Winter Special
Discover the winter wonders of Hokkaido!
Required Time: About. 4 hours
Tour Scheduled Time:  
Pickup 08:00,  Arrival 12:00
Complimentary rides available. 



塘路ネイチャーセンター ツアー フィー 

ワイルドライフ（Wildlife）ツアー 

『心と体で自然を感じる休日』in 北海道 

2019～ 

上記メニュー、お一人でのご参加の場合はご相談ください。 
カヌーツアーの料金は 1艇に 2名乗艇の場合の料金。1名乗艇の場合は 50%アップ 

上記以外のツアーはご相談ください。 
塘路ネイチャーセンター、アース・サークル社 2014    015-487-3100 

ネイチャーウォッチング       
北海道の冬を見つける、釧路湿原の休日 約2時間 2名様より お一人様 ￥9,500 

 （送迎含み約4時間） 

      

  カヌーツアー       
冬の湿原カヌー下り 白霜（はくそう）コース 約1時間 2名様 お一人様 ￥11,500 
カヌー＆ネイチャーウォッチング （無料送迎付） 約2時間 2名様 お一人様 ￥18,000 

（送迎含み約4時間） 

   
    釧路川、湿原カヌー下り（レギュラーコース） 約3時間 2名様より お一人様 ￥15,500 

（12月中旬まで）  

   釧路川、湿原カヌー下り（カワセミコース） 約3時間 2名様より お一人様 ￥16,500 
（気象条件により不催行の場合有）  

   釧路川、湿原カヌー下り（ヤマセミコース） 約1時間半 2名様より お一人様  ￥9,350 
（気象条件により不催行の場合有）  

   釧路川、湿原カヌー下り（コッタロコース） 約2時間 2名様より お一人様  ￥11,500 
（気象条件により不催行の場合有）  

   
    ドリフトボートツアー 

   釧路湿原リバーウォッチングツアー 約2時間 3名様より お一人様 ￥9,200 
ドリフト＆ネイチャーウォッチング（無料送迎付） 約2時間 3名様より お一人様 ￥15,500 

 （送迎含み約4時間）       

    スノーシューツアー       
白い世界へようこそ、スノーシュートレッキング 約2時間 2名様より お一人様 ￥9,500 

シラルトロ湖、二本松、塘路NCの森   （送迎含み約4時間） 

      

          
アニマルウォッチング       
タンチョウ観察エコツアー 4時間 2名様より お一人様 ￥8,500 
エゾ鹿、キタキツネに出会う    2時間～ 2名様より お一人様 ￥8,500～ 
        
        
ウィンタースペシャル       
ワカサギ釣りスペシャル（無料送迎付） 約2時間 2名様より お一人様 ￥9,500 

 （送迎含み約4時間） 

  ダッチオーブンスペシャル 約2時間 2名様より お一人様 ￥6,000 

    *☆*冬の湿原満喫一日コース 約6時間 2名様より お一人様 ￥22,000 
 （無料送迎付）       

    *☆*SL冬の湿原号スペシャル 約5時間 2名様より お一人様 ￥21,000 
（ ホテルピックアップ付） 

           



環 境 学 習

Environmental Study

日本の財産・釧路湿原の自然
釧路湿原は､北海道の平野の原風景をとどめる、わが国最大の湿原です。
豊かな自然と野生が息づき、われわれにすばらしい体験と感動を与えてくれます。
湿原を含む一帯は国立公園に指定され、ラムサール条約の登録湿地としても保護されています。

自然との触れ合い、大きな経験
近年では文明や経済の急激な発展に伴い、自然に触れる機会はめっきり少なくなりました。
しかも本やテレビやインターネットでは、匂いや触り心地までは教えてくれません。
直に感じることが、どれだけ大きな経験になることでしょうか

環境問題を考える
その自然も温暖化や開発によって失われつつあり、中には絶滅の危機にさらされている生物も存在します。
わずかに残された自然と失われた自然を同時に受け止め、「感じる」事こそ、
日々の生活において環境問題に取り組む第一歩なのです。

体験と体感を通して
人は何か行動を起こすことによって体験をし、そしてその体験こそが新たな感動を生んでいくのです。
そのような意味から、私どもは単なるレクチャーのみのエコツアーではなく、
よりアクティブな参加者主導のツアーを目指しております。

『環境学習・体験学習のご案内』へようこそ

このセクションでは団体研修旅行、
特に修学旅行向けに組まれたプログラムをご紹介しております。

体験と体感を通して、この自然を身近なものと感じ、理解を深めていただければと思っております。
日本最大の湿原が広がる「釧路湿原」。
特別天然記念物のタンチョウをはじめ、多くの水鳥たちのサンクチュアリ。
湿原は低層湿原と高層湿原からなり、変化に富んだ植生を見せています。
まさに、ここは野生生物の宝庫。そっとのぞいてみませんか。

リバーウォッチング（ラフトボート）
釧路湿原、川下り　　

所要時間：約2時間

定員：7名～49名
期間：4月～11月、一日4回可能
☆1人のガイド（1艇）に対して
　８名まで
☆1艇ずつ、5分から15分の
　インターバルを開けてスタート
　自然へのインパクトも軽減され
　環境教育としての
　クオリティも高まります。

ネイチャーカヌー　釧路川、湿原カヌー下り
所要時間：1.5時間から

定員：10名～40名
期間：4月～11月
☆1人のガイドに　2名まで
☆1艇ずつ、5分から15分の
　インターバルを開けて
　スタート
　自然へのインパクトも
　軽減され環境教育として
　のクオリティも
　高まります。

水の旅人、低層湿原と高層湿原の旅
温根内木道散策

塘路スペシャル
二本松の丘、塘路ネイチャーセンターの森

定員：10名以上
期間：通年
☆1人のガイドに対して
　MAX20名まで
☆Total 200名まで対応

所要時間：約2時間

母なる釧路川が育む釧路湿原には様々な生物が生息しています。
温根内木道では特に植物の多様性が目に付きます。
低層湿原から高層湿原への植生の変化、植物による湿原の変遷など
実際に間近に体験できるのはここだけ。

所要時間：約1時間

定員：10名以上
期間：通年
☆1人のガイドに対して
　MAX20名まで
☆Total 200名まで対応

塘路ネイチャーセンターオリジナルコース。
湿原一帯から遠くは釧路市まで展望できる二本松展望地
またとなりの丘からはサルルン沼を越え、はるかに塘路湖を望みます。



環境学習

Environmental Study 『環境学習・体験学習のご案内』へようこそ
モデルプラン

リバーウォッチング + ネイチャーウォッチング
       - 釧路湿原の精神(こころ)を学ぶ -

目的：　北の地を訪ね、釧路湿原の自然環境に触れることにより、日常地域ではできない事柄を体験し、
　　　新しい発見や出会などにめぐり合う中で、北海道の自然環境について理解を深め、
　　　また、自然体験型環境学習プログラムにより北海道の自然と人との係わり合いについて学習する。

・自然との共生（自然と人間との関わり合い）
・共通の体験を通しての連帯
・生物多様性保全
　を学習する。

内容：自然体験型環境学習プログラム
○釧路川湿原川下り
コッタロ湿原から塘路
湿原を間近に感じ取る手段としてラフトボートを使用した川下り。
自分の力で、そして仲間との協力により目的を達成する実体験
○ネイチャーウォッチング in 釧路湿原
二本松の丘
湿原をマクロで、そしてミクロで観察しよう。
人間の生活の間近に存在する湿原を感じ取ることにより人間と自然との係わり合いを学習する。

モデルプラン・スケジュール
Group 1（42+α）
08.00　宿泊地発　バスにて移動
09.30　塘路着　リバーウォッチング準備
　バスにてスガワラへ移動　セーフティートーク他
　川下りスタート　　フタマタへ
11.30　塘路着　　トイレ後、塘路ネイチャーセンターの森へ移動
昼食　　BBQ　＋　ネイチャーゲーム in TORO NCの森
13.00　ネイチャーウォッチングへ
　二本松の丘にてネイチャーウォッチング
15.00　塘路着　終了

Group 2（42+α）
08.00　宿泊地発　バスにて移動
09.30　塘路着　ネイチャーウォッチングへ
　二本松の丘にてネイチャーウォッチング
11.30　塘路着　　トイレ後、塘路ネイチャーセンターの森へ移動
昼食　　BBQ　＋　ネイチャーゲーム in TORO NCの森
13.00　リバーウォッチング準備
　バスにてスガワラへ移動　セーフティートーク他
　川下りスタート　　フタマタへ
15.00　塘路着　終了



2019年10月より 

団体、環境、体験学習プログラムメニュー表  塘路ネイチャーセンター 015-487-3100 toro@dotoinfo.com 

メニュー 内容 所要時間 定員 料金 NOTE 

低層湿原と高層湿原の旅 温根内木道散策他 90分 15名以上 ￥1,500 
通年可、但し1～3月
はスノーシューツアー 

湿原と遺跡の旅 北斗木道と北斗遺跡 2時間 15名以上 ￥1,500 4月～11月 

感動！湿原展望 細岡大観望 1時間 15名以上 ￥1,200 4月～11月 

湿原スペシャルトレッキング 二本松 1時間 15名以上 ￥1,200 4月～11月 

エコツアー・スペシャル 茅沼（湿原再生地） 1時間 15名以上 ￥1,200 3月～11月 

釧路湿原川下り（ネイチャーカヌー） コッタロ湿原～塘路 2時間 8名以上 ￥10,454 
4月～11月 
1日4回可能 

釧路湿原川下り（ネイチャーカヌー） 塘路湖～細岡 3時間 8名以上 ￥14,100 4月～11月 

釧路湿原川下り（ドリフトボート） コッタロ湿原～塘路 2時間 8名以上 ￥8,364 4月～11月 

冬の釧路湿原川下り（ドリフトボート） コッタロ湿原～塘路 2時間 8名以上 ￥8,364 12月～3月 

レイク ドリフト 塘路湖、達古武湖 2時間 8名以上 ￥8,364 4月～12月 

塘路NCの森、探検 塘路湖畔 1時間 15名以上 ￥1,200 
通年可、但し1～3月
はスノーシューツアー 

BBQスペシャル 塘路NCの森 90分 10名以上 応相談 通年 

ダッチオーブン ランチ スペシャル 塘路NCの森 90分 10名以上 応相談 通年 

スノーシュートレッキング 二本松、塘路NCの森他 1時間 15名以上 ￥1,200 12月～3月 

ワカサギ釣り体験 達古武湖 2時間 10名以上 ￥8,500 1月～3月 

プロジェクトワイルド サーモントリップ、食物連鎖他 2時間 10名以上 応相談 通年 

ネイチャーゲーム フィールドビンゴ他 2時間 10名以上 応相談 通年 

Information in this document is subject to change without notice. 

複数のプログラムを組み合わせることが可能です。その場合の料金はご相談ください。 

http://www.dotoinfo.com/naturecenter/  mail：toro@dotoinfo.com 015-487-3100 

お問い合わせ、ご予約は 塘路ネイチャーセンターまで、お気軽にどうぞ 
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        年    月    日                                  No.               

塘路ネイチャーセンター 環境・体験学習プログラム 申込書 

貴旅行会社名：                    支店：          部署：              

連絡先：                  （固定電話）                      （携帯電話） 

ご担当者様：                            email： 

学校・団体名： 

□予約  □仮予約 

催行日：      年   月   日        □決定  □予定  □未定 

人数：      名様  □決定  □予定  □未定 

内容：                                           □決定  □予定  □未定 

料金：                             □NET  □GROSS（     ％ Commission） 

お支払方法： 

備考： 

 
 
川下りツアーをお申し込みの場合は特に下記にご注意ください  
当該ツアーは自然の川を利用したツアーであり、転覆落水などの事故が全く起きないという保障はございません  
事故を起こさないためにも、最小限の被害で食い止める為にも、以下に挙げる事項を必ずお守りください。  
1. ツアー中は必ずガイドの指示に従ってください。  
2. ライフジャケットは必ず正しく装着してください。  
3. ボートの上では立ち上がらないでください。  
4. 木の枝の下を通る場合など、枝を払ったり掴んだりせずに前屈みになって避けてください。  
5. ラフトボートでは指示されたとおりに座り、ガイドの指示なしに動き回ることはしないでください。  
6. 万が一、落水してしまった場合は、あわてずに、仰向けになり、足を下流に向けて流され、ガイドの指示をお待ちください。  
7. 貴重品、携行品（カメラ、双眼鏡、時計、貴金属など）は持ち込まないでください。持ち込まれた場合は自己責任となります 
 
 
 
 
 

(有)アースサークル ネイチャー事業部 塘路ネイチャーセンター 

〒088-2264 北海道川上郡標茶町塘路原野北七線 86-17 

Phone：015-487-3100 Facsimile：015-487-3101 

Email：toro@dotoinfo.com WWW.dotoinfo.com 



塘路ネイチャーセンター 
 

 

 

 
  

ツアー内容：                             

催行日：      年   月    日                人数：        名様  

  
川下りツアーをお申し込みの場合は特に下記にご注意ください  

当該ツアーは自然の川を利用したツアーであり、転覆落水などの事故が全く起きないという保障はございません  

事故を起こさないためにも、最小限の被害で食い止める為にも、以下に挙げる事項を必ずお守りください。  
1.  ツアー中は必ずガイドの指示に従ってください。  

2.  ライフジャケットは必ず正しく装着してください。  

3.  ボートの上では立ち上がらないでください。  

4.  木の枝の下を通る場合など、枝を払ったり掴んだりせずに前屈みになって避けてください。  

5.  ラフトボートでは指示されたとおりに座り、ガイドの指示なしに動き回ることはしないでください。  

6.  万が一、落水してしまった場合は、あわてずに、仰向けになり、足を下流に向けて流され、ガイドの指示を

お待ちください。  

7.  貴重品、携行品（カメラ、双眼鏡、時計、貴金属など）は持ち込まないでください。持ち込まれた場合は自

己責任となります。  

  

次に挙げる事項に該当される方は弊社ツアーにご参加いただくことはできません  

.  妊娠中の方  

.  病気、治療中の方（癲癇、心臓病、精神病など）  

.  乳幼児（ツアー内容によって規定がございます。詳細はスタッフにご相談ください）  

.  泥酔、酩酊されている方  

 

 

 

塘路ネイチャーセンター ツアー申込書 (団体様用) 

担当旅行会社責任者または代表者記入用 

グループ名                               

連絡先                                            

代表者名                                        印 
 
ツアー催行：（有）アースサークルネイチャー事業部塘路ネイチャーセンター  
〒088-2261 北海道川上郡標茶町塘路北七線86-17.  
Phone:015-487-3100  Facsimile:015-487-3101  email:toro@dotoinfo.com  

同意書 

参加者は、当該ツアーに参加するにあたり、その内容を十分に理解し､当該内容に同意いたします。 

・ ツアー開催中の事故において､医療処置を必要とする場合､その判断､手段､選択を主催者に委ね､

これによる治療費を負担します。 

・ また財産上､身体上の損害が発生した場合でも､当該ツアーの危険性を理解し､責任範囲を超えて

の賠償請求することはいたしません。 

・ ツアー開催中の肖像権､映像件を放棄し､これらの映像を主催者が使用することを許可します。 

・ 現在､私と私の同行者は健康であり､医学的治療を必要とする障害はありません。 

・ また､現在の健康状態に不安がある場合は事前に主催者に相談いたします。 



お名前 生年月日 性別 健康状態など

1 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

2 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

3 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

4 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

5 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

6 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

7 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

8 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

9 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

10 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

11 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

12 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

13 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

14 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

15 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

16 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

17 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

18 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

19 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

20 　　　　　年　　月　　日 男 ・女

自然散策用　　　　　　　　　　　　　　Group:    -    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塘路ネイチャーセンター

参加者名簿　　団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　　　         年　 　 月    　日



 
参加者名簿 団体名：               様  平成  年 月 日       tel 015-487-3100 fax 015-487-3101 

 

 

 お名前 生年月日 足のサイズ（ｃｍ） 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ） 男・女 健康状態、持病 

1  年  月  日    男・女  

2  年  月  日    男・女  

3  年  月  日    男・女  

4  年  月  日    男・女  

5  年  月  日    男・女  

6  年  月  日    男・女  

7  年  月  日    男・女  

 お名前 生年月日 足のサイズ（ｃｍ） 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ） 男・女 健康状態、持病 

1  年  月  日    男・女  

2  年  月  日    男・女  

3  年  月  日    男・女  

4  年  月  日    男・女  

5  年  月  日    男・女  

6  年  月  日    男・女  

7  年  月  日    男・女  

 お名前 生年月日 足のサイズ（ｃｍ） 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ） 男・女 健康状態、持病 

1  年  月  日    男・女  

2  年  月  日    男・女  

3  年  月  日    男・女  

4  年  月  日    男・女  

5  年  月  日    男・女  

6  年  月  日    男・女  

7  年  月  日    男・女  

 お名前 生年月日 足のサイズ（ｃｍ） 身長（ｃｍ） 体重（ｋｇ） 男・女 健康状態、持病 

1  年  月  日    男・女  

2  年  月  日    男・女  

3  年  月  日    男・女  

4  年  月  日    男・女  

5  年  月  日    男・女  

6  年  月  日    男・女  

7  年  月  日    男・女  

釧路川、湿原川下り用 塘路ネイチャーセンター







http://www.dotoinfo.com/naturecenter/　 mail：toro@dotoinfo.com　01548-7-3100

お問い合わせ、ご予約は　塘路ネイチャーセンターまで、お気軽にどうぞ

社名：有限会社アースサークル
所在地：〒088-2264　北海道川上郡標茶町塘路 北七線86-17
電話：015-487-3100　　FAX：015-487-3101
代表取締役：テディ齋藤
http://www.dotoinfo.com/earthcircle/
mailto:earthcircle@dotoinfo.com

ニュージーランド現地法人
Earth Circle Ltd （NZ)
49 Hawley Rd R.D.1 Alexandra 9197 New Zealand
Managing Director : Teddy Saito

業務内容
○ 新規事業開発、商品開発、セールスプロモーション、マーケティング、
     ビジネスコンサルティング
○ アウトドアサポートシステム
○ ホームページ作成、管理、運営
○ フィッシングツアー主催　　『鱒達に出会う休日』 
○ ワイルドライフツアー主催　　『塘路ネイチャーセンター』 、『ほっかいどう探検倶楽部』　
○ エコツアー（環境・体験学習）主催
○ バーチャル・インフォメーショーンセンター『道東インフォ』運営
○ インターネットショップ『タイトライン』（フィッシングプロショップ）運営
○ スローフードカフェ『メリーさんのひつじ』運営

取引銀行
北洋銀行　釧路中央支店　大地みらい信用金庫　標茶支店

引受保険会社
株式会社損害保険ジャパン、損害保険ジャパンひまわり生命株式会社、代理店（株）北海道ジャパンサポート

主な取引先（敬称略、順不同）
㈱JTB、㈱日本旅行、㈱東急観光、㈱クラブツーリズム、日本クルーズ客船㈱、㈱朝日旅行会、
旅工房、飛鳥国際旅行社(台湾)、㈱エルオルト、㈱阪急交通社、㈱JALツアーズ、㈱新和、
牧野設計事務所、釧路プリンスホテル、屈斜路プリンスホテル ほか

メディア（敬称略、順不同）
るるぶ、じゃらん、日経ホーム出版、STV、HTV、NHK、外務省 ほか

機材
カナディアンカヌー 8艇（15艇)、ドリフトボート3艇(4艇)、ラフトボート6艇(7艇)、フィッシングボート2艇、
フィッシング用カヌー2艇、インフレータブルカヤック3艇、レンタサイクル15台、車両10台 ほか

保険に関して
傷害保険：8087765954 死亡・後遺 1,550千円  入院日額 2,000円 通院日額 800円
             8087765955 死亡・後遺 10,300千円 入院日額 5,000円 通院日額 3,000円
             8096333874 死亡・後遺 50,000千円 入院日額 50,000円 通院日額 25,000円(ガイド)
労働災害保険：01-3-09-951040-148
賠償責任保険：3346571275 300,000千円 MAX
                   7205630776 500,000千円 MAX、100,000千円/人　500,000千円/財物

有限会社アースサークル 会社概要
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