
企業名 HP 場所
（●●河川、〇〇湖、等）

ラフ
ティング カヌー 観光

遊覧船 概要 営業期間 その他

1 リバートリップ北海道 http://rivertrip.jp/ 北海道勇払郡占冠村
字中央 〇

北海道が誇る激流度No.1鵡川ラフティング
なら鵡川ラフティングを専門にツアー催行
するリバートリップ北海道ににお任せ！鵡
川の全てを知り尽くしたツアーガイドがご案
内致しますので安全度も高く、ご家族、友
達同士、カップルで初めてでも安心してご
参加できます。
リバートリップ北海道では全長135㎞ある鵡
川の激流区間約7㎞を下る本物の激流鵡
川ラフティングにご案内致します。

4月上旬～11月上旬
AMツアー 9：00
PMツアー 13：30

果物狩り、野菜狩り、渓流釣り、海
釣り、釣り船、ワカサギ釣り

2 ニセコラフティング
Youtei Outdoor

https://www.youteioutdoor.
com/ 尻別川 〇

北海道の広大な畑やニセコのシンボル羊
蹄山を眺めながら、のんびりと湧水の池で
のラフティングやダッキーが楽しめます。敷
地内には1日１組限定のキャンプサイトがあ
り、キャンプ未経験のお客様にも安心な
キャンプ用品のレンタル、テントの設営、
ＢＢＱの準備までスタッフがお手伝いする
「キャンプ手ぶらパック」もご用意しておりま
す。

・ラフティング
4／27～9／30
10：00～15：30

キャンプ

3
HOA
北海道アウトドア
アドベンチャーズ

http://www.rafting-hoa.co.jp/ 忠別川、沙流川、
鵡川、豊平川 〇

腰に装着したハーネスと橋をクライミング・
ロープでつなぎ、橋から川へジャンプするブ
リッジスウィング、強度の強いプラスティック
でできた一人乗りのボートカヤックで川下
り、サーフボードのような長いボードに乗
り、バランスを取りながら立ってパドルを漕
ぐＳＵＰなど、北海道各地の川を舞台とした
多彩なプログラムがあります。

・カヤックスクール
AMツアー 9：00
PMツアー 12：30

・ラフティング
午前・午後各1回

カヤック、キャニオリング、SUPスタ
ンドアップパドルボード、ブリッジス
ウィング

4 北海道
ライオンアドベンチャー

https://hokkaido-lion-
adventure.business.site/ 尻別川 〇

尻別川をボートで下るラフティングや、熱気
球に乗ってゆったりと羊蹄山を眺めたり、ニ
セコならではの大自然を楽しんでいただけ
るアウトドアツアーをご用意しています。

9：00～11：00 熱気球、サイクリング、トレッキング

5 ニセコウッカ https://niseko-ukka.com/ 尻別川 〇

ニセコの四季と大自然を体験できる、プロ
グラムをご用意しています。ツアーによって
は、写真データ、おやつ、ドリンクなどがつ
いた楽しいプログラムもあります。

・スノーハイク以外の
　アクティビティ
9：00、13：30

カヤック、ダッキー、スノーハイク

6
北海道
アウトドアカンパニー
BIG FUN

http://www.niseko-bigfun.com/ 尻別川 〇

夏は尻別川でラフティング、冬はニセコの
パウダースノーを満喫できるアクティビティ
をご用意しています。冬季プログラムには、
初心者用、上級者用など、お客様の経験に
よってコースをお選びいただけます。

9：00～17：00 スキー、スノーボード

7 株式会社NAC http://www.nacadventures.jp/ 尻別川、豊平川 〇

北海道らしい雄大な景色を川を下りながら
楽しむラフティングをはじめとし、アウトド
ア、インドア問わず、多彩なプログラムがあ
ります。地域の自然や素材を活かした体験
を楽しむことができます。

・ラフティング（尻別川）
4月初旬～11月初旬
AMツアー 9：30
PMツアー 13：30他

・ラフティング（豊平川）
4月中旬〜6月
（水がなくなるまで）
AMツアー 9：30
PMツアー 13：00

リバーカヤック、SUP、マウンテン
バイク、アドベンチャーパーク、クラ
イミングジム、キャンプ、キャニオリ
ング、スキー、スノーボード、ガイ
ディングツアー、リフトアクセスパウ
ダー、バックカントリーツアー、ス
ノーシューツアー、キャットツアー、
ガラスリッツェン+キャンドル、ヘン
プアクセサリー作り、インドアロック
クライミング、生キャラメル、アイ
ス、焼き絵皿、草木染、炭焼きバウ
ムクーヘン、ジャム、サマーナイトト
レッキング（夜の昆虫探し）

http://rivertrip.jp/
https://www.youteioutdoor.com/
https://www.youteioutdoor.com/
http://www.rafting-hoa.co.jp/
https://hokkaido-lion-adventure.business.site/
https://hokkaido-lion-adventure.business.site/
https://niseko-ukka.com/
http://www.niseko-bigfun.com/
http://www.nacadventures.jp/
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8 かわのこRAFTING http://kawanoko.jp/home.html 空知川 〇

手つかずの原生林が魅力的な空知川を下
る、ラフティングツアーです。ゴールデン
ウィーク時期には、通常よりも1.5倍ほど水
位の高い川を下る季節限定ツアーも開催さ
れています。

6月～9月下旬
AMツアー 9：00
PMツアー 13：30他

9 加森観光株式会社 https://kamori.co.jp/ 尻別川、空知川、
十勝川、新内池 〇 〇

北海道の雄大な自然ゆたかなフィールドを
活かしたプログラムが魅力です。天候を気
にせず楽しめるインドアプログラムや・川を
ダイナミックに下るラフティングなどの体を
使って自然を満喫できるアウトドアプログラ
ムなど充実しています。

熱気球、手作り熱気球作成体験、
BBQ、野菜収穫体験、パン作り、
キャンドルクラフト、ドラフラワーホ
ルダー作り、ミリの表札作り、レ
ザークラフト体験、マイハシ作り、
羊毛フェルトアート、木の葉プリン
ト、ガラス工芸、アウトドアコードク
ラフト、プール、テニス、クライミン
グ、卓球、プロジェクションマッピン
グ、パークゴルフ、ゴルフ、パラグ
ライダー、乗馬、サイクリング、ス
ノーバイク、スノーモービル、犬ぞ
り、アイスフィッシング、スノーラフ
ティング、スノーシュー、スキー、ス
ノーボード、キャニオリング、スプ
ラッシュクルージング、オフロードア
ドベンチャー、ヒグマの森の夜散歩

10 有限会社 リトル･トリー http://www.little-tree.jp/ 空知川 〇 〇

ロープとサドルだけを使って木を登るツリー
イングや、手つかずの自然が残る空知川を
下るラフティング、キャンプ、キャニオリング
などができます。体を使って空知川とその
周辺の自然を体験できるプログラムをご用
意しています。

・ラフティング
4／28～10／31
AMツアー 8：00
PMツアー 13：30

キャニオリング、キャンプ、ツリーイ
ング

11 北海道グラウンドサービス
株式会社 https://www.goodsports.co.jp

尻別川、半月湖、
鏡沼、神仙沼、
大谷地湿原

〇 〇

ラフティングやカヌー以外にも、清流として
有名な尻別川を舞台とした、数々のアク
ティビティ、また周辺の自然を体験できるプ
ログラムなどが楽しめます。

・ラフティング、ダッキー
AMツアー 9：00
PMツアー 13：00

・カヌー
7／13～9／1
6：30

キャニオリング、SUP、サイクリン
グ、トレッキング、川遊び

12 TACとかち
アドベンチャークラブ http://tac-go-go.com/ 十勝川、霞の滝 〇 〇

水量の豊富な十勝川を下るラフティングや
カヌーをはじめ、アメリカ生まれの新しいス
ポーツアーチェリータグや、4歳から参加可
能なスプラッシュ・クルージングやハーネス
を利用して安全性を高めた木登り体験な
ど、家族そろって楽しめるアウトドアプログ
ラムがそろっています。

●夏季
5月～11月
AM・PMとも
各1回ツアー有

●冬季
12月～3月
AM・PMとも
各1回ツアー有

アーチェリータグ、スプラッシュク
ルージング、スノーシューダウンヒ
ル、エアボード、バックカントリー、
霞の滝トレッキング、木登り、
BBQ、農業体験、エアトリップ、ベ
ア・マウンテン、搾乳体験、芋堀り
体験

13 富良野ネイチャークラブ http://www.alpn.co.jp/ 空知川、 〇 〇

ラフティング以外にも、富良野や大雪山国
立公園など雄大な自然の魅力と、そこで生
み出された文化や食を様々なプログラムを
通して体験することができます。

●夏季営業
4／29～10／31

・ラフティング
ＡＭツアー 9：30他
ＰＭツアー 13：30

・ダッキー
13：30

・釣り
6／1～10／31
9：30
　　　　　　　　　
●冬季営業
12月～3月　

熱気球、バーベキュー、ツリーイン
グ、トドマツのエッセンシャルオイル
作り、ネイチャートレッキング、乗
馬、BBQ、米作り体験、味噌作り体
験、サイクリング、蜜蝋キャンドル
作り

http://kawanoko.jp/home.html
https://kamori.co.jp/
http://www.little-tree.jp/
https://www.goodsports.co.jp/
http://tac-go-go.com/
http://www.alpn.co.jp/
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14 Fun http://tomamu.jp/ 空知川、鵡川、
南ふらの道の駅 〇

空知川、鵡川などで行われている迫力満点
のラフティング以外にも、セグウェイや四輪
バギーなど、広さを活かしたアクティビティ
や、期間限定クワガタツアーなど、富良野ら
しさをいっぱいのプログラムが楽しめます。

●夏季主要プログラム
5月～10月
AMツアー 9：00
PMツアー 13：30他

●冬季
12月下旬～3月
基本営業時間
9：00～15：00

セグウェイ、キャニオリング、リバー
ボーディング、四輪バギー、クワガ
タツアー、スノーモービル、スキー

15 ニセコラフティングクラブ https://www.nr-club.com 尻別川 〇 〇

通常よりも小さいラフボートでより激しく川を
下るエクストリームラフティング、雪解け時
期限定の激流ラフティングなど、清流尻別
川をよりアクティブに楽しむプログラムをご
用意しています。

4月下旬～10月下旬
AMツアー 9：00
PMツアー 13：30

16 株式会社 スポートピア
ふらの事業所

http://www.spfurano.
com/index.html 鵡川、空知川 〇 〇

小さなお子様からお年寄りまで参加できる
気軽な川下りから、マウンテンバイク・ラフ
ティング・カヌーで5日間かけて海をめざす
全長135キロの鵡川源流ツアーなど、川を
中心とした多彩なプログラムがあります。

夏休み限定ツアー、天然アロマオ
イル虫よけスプレー作り、草木染、
マウンテンバイク、スキー、スノー
ボード

17 フライング ドルフィンズ
アドベンチャー サービス https://www.dolphins.gr.jp/ 空知川、鵡川、

忠別川、金山湖 〇 〇

静かな湖をゆっくりと楽しむカナディアンカ
ヌー、ボートを使わず自分の体ひとつで川
を下るキャニオリングなど、自然と水を楽し
むメニューが豊富です。

4月下旬～10月下旬
AMツアー 9：00
PMツアー 13：00

キャニオリング

18 NOASC本社 https://www.noasc.com/ 尻別川、豊平川 〇

清流尻別川をラフティングボードで川を下り
ながら、釣りをするラフトフィッシングや、札
幌市民の憩いの川、豊平川を下るラフティ
ングなど、川を楽しむプログラムがありま
す。

・ラフティング
4月中旬～10月末
AMツアー 9：30
PMツアー 13：30

・ラフトフィッシング
5月下旬〜10月下旬
6：00 or 14：00

・ダッキー
6月中旬〜10月中旬
9：30

ブリッジスウィング、キャニオリン
グ、マウンテンボード、マウンテン
バイク、アブゼーリング、バックカン
トリーツアー、キャットツアー、トレッ
キング、カヤックダッキー

19 H2Oアドベンチャー https://h2o-a.jp/ 尻別川、
尻別川のダム湖 〇

安定感のあるツーリングカヤックを使って
ゆったり下ったり、激流を体いっぱい感じる
ラフティング、尻別川のダム湖ではスタン
ダップ・パドル・ボート（SUP）など、体力と経
験に合わせて楽しむことができます。

・ラフティング
5月～10月下旬

SUP、バックカントリー、スノー
シュー

20 有限会社南富良野
ネイチャーセンター http://www.web-nra.com/ 空知川 〇

ボディーボードと足ひれを使って川を下るリ
バーブギ、ラフティング途中に釣りをするト
レジャーハントラフティング、3歳から参加で
きるキッズプログラムでは、箱めがねをつ
かった水中観察など、川と自然を楽しむ川
遊び体験ができます。

5月～9月
AMツアー 9：30
PMツアー 13：45

キャニオリング、チュービング、箱
めがね、リバーブギ、トレジャーハ
ントラフティング、キャンプ

21 アミューズメント北海道
株式会社 https://amuse-sports.com/ 美々川、豊平川、

さっぽろ湖 〇 〇

カヌーやラフティングの他にも、アクアボー
ル（大きくて透明な球体）を使ったウォー
ターウォークなどのメニューがあります。
美々川、豊平川、さっぽろ湖など、札幌圏
の水辺の自然を楽しむことができます。

・カヌー、ラフティング
5月～10月下旬
9：00

アクアボール

http://tomamu.jp/
https://www.nr-club.com/
http://www.spfurano.com/index.html
http://www.spfurano.com/index.html
https://www.dolphins.gr.jp/
https://www.noasc.com/
https://h2o-a.jp/
http://www.web-nra.com/
https://amuse-sports.com/
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22 レジャーガイド
遊び屋オフィス http://www.asobiya.jp/ 空知川、金山湖、

釧路川、屈斜路湖 〇 〇

川遊びの定番であるラフティングやフィッシ
ングの他にも、キャニオリングやサバイバ
ル体験、化石採集、サイクリングなど北海
道の自然を体感できる多彩なアクティビティ
があります。

●夏季
4月下旬～11月初旬

●冬季
12月～3月

キャニオリング、化石採集ツアー、
サバイバル体験ツアー、熱気球、
MTBサイクリング、四輪バギー、ナ
イトウォッチング、昆虫採集ツ
アー、屈斜路湖雲海ガイドツアー、
バナナボート、スノーラフティング、
スノーモービル、キッズバギー、パ
ラセーリング、スノーシュートレッキ
ング、スノーチュービング

23 支笏ガイドハウスかのあ http://gh-canoa.com/index.htm 千歳川、支笏湖 〇

日本有数の透明度を誇る「支笏湖ブルー」
の湖面を進んでいくカヌーツアーや、千歳
川を自然豊かな地域から市街地まで下るツ
アーなど、ゆったりとしたカヌーを楽しむこと
ができます。

4月～11月

24 株式会社オーシャンデイズ http://ocean-days.
com/shikotsuko/ 支笏湖、千歳川

船底が透明なクリヤカヤックを使って、支笏
湖の支笏湖ブルーを楽しめるツアーや、ド
ライスーツを着用し千歳川でシュノーケリン
グを行うツアーなど、特長を活かしたメ
ニューがあります。

8:00～20:00（不定休） リバーシュノーケリング

25 洞爺トイボックス https://toyatoybox.com/ 洞爺湖 〇

カナディアンカヌーを使った洞爺湖でのカ
ヌー体験ができます。カヌーが初めての人
や体力に自信のないお子様やお年寄りの
方でも参加しやすいツアーです。

4月下旬～10月下旬

26 洞爺ガイドセンター http://www.toya-guide.com/ 洞爺湖 〇

緑豊かな洞爺湖をカヌーで楽しむほかに、
洞爺湖に浮かぶ中島にモーターボートで渡
り、森を探検するツアーなど開催していま
す。

8:30～17:30 スノーシューツアー、中島　巨木の
森探検

27 ファミリーカヌーとうろ http://familycanoe106.com/ 塘路湖、釧路川、
アレキナイ川 〇

釧路湿原の自然を楽しむカヌーツアーが開
催されています。冬季には限定ツアーとし
て国の天然記念物・丹頂鶴を観察するツ
アーなど、釧路ならではのプログラムがあり
ます。

●夏季
4月～11月

●冬季
12月～3月

カヌーと丹頂観察コース（冬季限
定）

28 イクサンダー
大沼カヌーハウス http://www.exander.net/ 遊楽部川、

後志利別川、大沼 〇

湖に咲く季節の花々や駒ケ岳の威容を見
ながらゆっくりとカヌーを楽しむことができま
す。　幻想的な朝もやを楽しむ早朝ツアー
や、月明かりの下湖面をすすむナイトツ
アーなど、さまざまなアプローチで大沼の自
然を満喫できます。

カヌー、駒ケ岳登山、テレマークス
キー、スノーシュー、クロスカント
リー

29 有限会社
阿寒ネイチャーセンター http://www.akan.co.jp/ 阿寒湖、阿寒川、

釧路川、オンネトー 〇

カヌーを操り阿寒湖畔の森の散策や、早朝
の湖幻想的な雰囲気を楽しむ早朝貸し切り
ツアーなど阿寒湖を中心としたカヌーツ
アーが開催されています。

トレッキング、あきのきのこツアー、
阿寒スターウォッチング、スノー
シュー

30 砂川市 https://sunagawa-kankou.
com/enjoy/1359/ 北光沼 〇

北光公園では北光沼でのカヌーやボートが
体験できます。公園は住宅街にほど近く、
気軽に訪れることができます。

５月上旬〜9月末日
AM 10:00～12:00
PM 13:00～15:30

・団体
火曜日～金曜日

・個人
日曜日と7月の土曜日

http://www.asobiya.jp/
http://gh-canoa.com/index.htm
http://ocean-days.com/shikotsuko/
http://ocean-days.com/shikotsuko/
https://toyatoybox.com/
http://www.toya-guide.com/
http://familycanoe106.com/
http://www.exander.net/
http://www.akan.co.jp/
https://sunagawa-kankou.com/enjoy/1359/
https://sunagawa-kankou.com/enjoy/1359/
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31 カヌーショップヒライワ http://hiraiwa-canoe.
com/index.html

釧路川、塘路湖、
アレキナイ川 〇

釧路湿原を流れる釧路川をカヌーで下りま
す。広大な湿原をゆるやかな流れにのっ
て、湿原ならではの風景や動植物との出会
いがお楽しみいただけます。

32 然別湖ネイチャーセンター https://nature-center.jp/ 然別湖、しののめ湖、
ヤンベツ川 〇

然別湖やしののめ湖をカナディアンカヌー
やシーカヤックで楽しむツアーの他にも、箱
めがねでヤンベツ川の中を覗き込み、水中
を泳ぐ魚や生き物たちを観察するプログラ
ムなど、然別湖を中心とした自然を楽しむ
ことができます。

・カナディアンカヌー
6月～8月

エア・トリップ、リバーウォッチング、
ナイトウォッチング、原生林ウォー
ク、苔の森ウォーク

33 wokkys／ウッキーズ http://www.wokkys.jp/ 空知川 〇

小さなお子様も安心して楽しめるプライ
ベートツアーを中心としています。のんびり
川下りや、森の宝探しなど、富良野の自然
をゆっくりと体を使って楽しめるツアーで
す。

4月下旬～10月下旬
AMツアー 2回
PMツアー 3回

森の宝探し、スノーピクニック

34 フローティングリーフ http://www.floating-leaf.
com/index.html

空知川、かなやま湖、
十勝川、鵡川 〇 〇

ラフティングボートに乗って空知川の川下り
をしながらする釣りや空知川やかなやま湖
でのカヌーツアーがあります。

・空知川カヌー
AMツアー 10：00
PMツアー 13：00、
15：30

・かなやま湖カヌー
AMツアー 9：00
PMツアー 13：00

スノーシューツアー

35 オートリゾート
苫小牧アルテン

http://www.dp-flex.co.
jp/arten/index.php 鏡大沼 〇

緑豊かな鏡大沼でゆったりとカヌーを楽し
むことができます。湖面が静かなので、初
心者の方からOKです。

4月
9：30～16：30 乗馬、パークゴルフ

36 支笏湖観光運輸
株式会社 https://shikotsu-ship.co.jp/ 支笏湖 〇

透明度が高くその美しさから支笏湖ブルー
と呼ばれる湖を、遊覧船や時速80ｋｍまで
出る高速艇（モーターボート）ペダルボート
などで楽しむことができます。

4月中旬～11月上旬
8:40～17:10
（時季により変更有）

ペダルボート、モーターボート

37 合同会社
小樽カナルボート https://otaru.cc/ 小樽運河 〇

海岸線を埋め立て作られた小樽運河を、
ボートで遊覧します。歴史的建造物の多い
小樽ならではの景色が楽しめます。

通年営業
（冬期運航は要確認）
受付 9：30～最終便

38 洞爺湖汽船株式会社 http://www.toyakokisen.com/ 洞爺湖 〇

310名乗りのお城をモチーフとした遊覧船
や、500名以上乗員できる大型遊覧船があ
ります。湖に浮かぶ中島巡りコースと花火
鑑賞コースがあり、洞爺湖の雄大さ美しさ
を楽しむことができます。

●夏季
4月下旬～10月末日
8:30～16:30

●冬季
11月～4月初旬
9:00～16:00

39 阿寒観光汽船株式会社 http://www.akankisen.com/ 阿寒湖　　　 〇

国の天然記念物マリモが生息する阿寒湖
を遊覧船やモーターボートで楽しみます。
モーターボートは航路のちがう、6つのコー
スから選ぶことができます。

4月15日～4月30日
不定期運行

5月1日～9月25日
6:00～17:00

9月26日～10月20日
6:00～16:00

10月21日～11月30日
9:00～15:00

http://hiraiwa-canoe.com/index.html
http://hiraiwa-canoe.com/index.html
https://nature-center.jp/
http://www.wokkys.jp/
http://www.floating-leaf.com/index.html
http://www.floating-leaf.com/index.html
http://www.dp-flex.co.jp/arten/index.php
http://www.dp-flex.co.jp/arten/index.php
https://shikotsu-ship.co.jp/
https://otaru.cc/
http://www.toyakokisen.com/
http://www.akankisen.com/
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40 大沼合同遊船 株式会社 http://www.onuma-park.com/ 大沼、小沼 〇

遊覧船では、北海道の中でも穏やかな気
候の道南ならではの自然と景色を楽しむこ
とができます。ペダルボートや手漕ぎボート
は湖面に咲く花などをより身近にみること
ができます。

4月中旬～12月中旬
予約受付時間
8:20～17:00

モーターボート、手漕ぎボート、ペ
ダルボート、釣りボート、氷上ス
ノーモービル、氷上ソリツアー、氷
上４輪バギー、スノーシュー ツアー

41 株式会社サロマ湖
アザラシ観光船

http://www.ss-saroma.
com/index.html サロマ湖 〇

サロマ湖畔に咲く原生花園を遊覧船で巡る
コースもあり、道東の魅力的な自然を楽し
むことができます。

4月下旬～10月下旬
AM 10:00
PM 14:00

42 株式会社
然別湖畔温泉ホテル http://www.hotelfusui.com/ 然別湖 〇

大雪国立公園内にある然別湖は、標高が
高い湖です。遊覧船にはナイトクルーズ、
モーニングクルーズなどもあり、複雑な湖
岸線と幻想的な雰囲気を楽しむことができ
ます。

5月下旬～11月上旬
6:00～17:00

43 朱鞠内観光汽船株式会社
http://www.horokanai-kankou.
com/sightseeing.php?
id=1351568002829322

朱鞠内湖 〇
雨竜ダム建設に伴って作られた日本有数
の大きさを誇る人造湖・朱鞠内湖を35分ほ
どかけて巡る遊覧船が人気です。

6月～9月
8:00～17:00 貸しボート、モーターボート

44 十勝アウトドアメイツ http://www11.plala.or.
jp/tom555/ 十勝川、サホロ湖 〇 〇

十勝川を下るラフティング、カナディアンカ
ヌーの他に、渓流釣りのプログラムが充実
しています。毛針作りとキャスティング練習
がついたフライフィッシング体験などもあり
ます。

●夏季
4月下旬〜10月下旬

●冬季
1月中旬〜2月下旬

トレッキング、川狩り河童ツアー、
スノートレッキング

45 十勝ネイチャーセンター http://www.nature-tokachi.co.
jp/ 十勝川 〇 〇

十勝川温泉を拠点に、ネイチャーツアー、
熱気球体験、スノーラフティング、スノー
シュートレッキングなど、夏冬問わずさまざ
まな体験を取り扱っています。川で行なわ
れるツアーでは、急流救助（SRT レス
キュー3）などの資格を持ったガイドがご案
内します。

・ラフティング
4月28日～10月31日
AM 9:30～11:30
PM 1:30～3:30

・カヌーツアー
5月1日～10月31日
AMツアー 9:30
PMツアー 1:30

SUP、ネイチャーツアー、熱気球体
験、マウンテンバイク、ノルディック
ウォーキング、スノーモービル、ス
ノーラフティング、ワシ観察クルー
ズ、雪上バナナボート、スノー
シュートレッキング

46 サムライプロデュース https://www.samuraiproduce.
com/

十勝川、帯広川、
札内川

ボートクルージングや、各種ツアーなど、北
海道ならではの大自然を満喫できるプラン
を多数提供。また、アウトドアなアクティビ
ティだけでなくインドアなイベントもそろって
います。観光に来た方も、地元の方も楽し
めます。

ボートクルージング、釣り、十勝
ホースマンシップクラブ、ばんえい
牧場十勝ガイドツアー、トレッキン
グ、サーモンウォッチツアー、ジュ
エリーアイス体験、クリスタルバ
ルーン体験

47 十勝エコロジーパーク http://www.tokachi-ecopark.jp/ 十勝川

室内で遊べるビジターセンターの他、キャン
プ場、コテッジ、フワフワドーム、水と霧の遊
び場や広い芝生があり、家族で1日楽しく遊
べる公園です。毎月、さまざまなイベントも
開催されています。

問い合わせ受付時間
9:00〜17:00
（12月29日〜1月3日は休園）

キャンプ、スノーラフト、スノー
シュー、歩くスキー、釣り、フットパ
スウォーキング

48 ガイドライン
アウトドアクラブ

https://www.guidelineoutdoor.
net/

空知川、美瑛川、
シーソラプチ川、
かなやま湖

〇

夏はラフティングの他に、ルアーフィッシン
グ、フライフィッシング、ボートツアーフィッシ
ング、冬はワカサギ釣りなど川や湖の自然
を楽しむプログラムがあります。

スノーシューツアー

49 トレジャーフラノ https://treasurefurano.com/

布部川、
シーソラプチ川、
美瑛川、空知川、
鵡川、忠別川、
かなやま湖、桂沢湖

〇 〇

迫力あるラフティングや釣りなど水辺のプロ
グラム以外も充実しています。富良野・旭
川地方の特徴豊かな自然を満喫できる、多
彩なプログラムから選ぶことができます。

乗馬、キャニオリング、トレッキン
グ、ネイチャーツアー、熱気球体
験、犬ぞり体験、パラグライダー体
験、スノーモービル、エアボード、
スノーシュー

http://www.onuma-park.com/
http://www.ss-saroma.com/index.html
http://www.ss-saroma.com/index.html
http://www.hotelfusui.com/
http://www.horokanai-kankou.com/sightseeing.php?id=1351568002829322
http://www.horokanai-kankou.com/sightseeing.php?id=1351568002829322
http://www.horokanai-kankou.com/sightseeing.php?id=1351568002829322
http://www11.plala.or.jp/tom555/
http://www11.plala.or.jp/tom555/
http://www.nature-tokachi.co.jp/
http://www.nature-tokachi.co.jp/
https://www.samuraiproduce.com/
https://www.samuraiproduce.com/
http://www.tokachi-ecopark.jp/
https://www.guidelineoutdoor.net/
https://www.guidelineoutdoor.net/
https://treasurefurano.com/
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50 グレイスフィールド https://www.gracefield946.
com/blank-15 釧路川 〇

ゆったりとした流れの釧路川のカヌーツーリ
ングや、カヌーに乗って人のいないポイント
で釣りをするカヌーフィッシングなど静かな
釧路湿原の自然を楽しむことができます。

5月～11月

51 標津町観光協会 https://www.visitshibetsu.
com/index.html 忠類川 〇

道東標津町の恵まれた自然を活かしたプ
ログラムがあります。団体対象のプログラ
ムのため、個人で利用希望の方はお問合
せ下さい。

※団体対象。個人は要問合せ

・渓流釣り
7月～10月

・カヌー
5月～10月

ノルディックウォーキング、流木
アート、ホエールウォッチング、ア
ザラシウォッチング、鹿ウォッチン
グ、バードウォッチング、乗馬、標
津湿原自然観察、パークゴルフ、
農業体験、漁業体験、アイスキャン
ドルづくり、イグルづくり、スノー
シュートレッキング

52 コスモスカヌー企画 http://cosumosu.starfree.jp/ 天塩川、名寄川 ○

ツーリング案内の他、木製カヌーの製造、
キット販売、レンタルを行なっています。同
行するガイドは日本体育協会公認カヌー指
導員、RAC指導者、日赤・消防救命講習修
了者など流域を熟知したスタッフ。のんびり
と素晴らしい天塩川の原風景の世界を安
全にご案内します。

・カヌー
6月1日〜10月下旬

https://www.gracefield946.com/blank-15
https://www.gracefield946.com/blank-15
https://www.visitshibetsu.com/index.html
https://www.visitshibetsu.com/index.html
http://cosumosu.starfree.jp/

