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地球の歴史、
むきだし。
北海道  様似町

様似町役場
〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
TEL 0146-36-2111（代表）／0146-36-2119（商工観光課）
FAX 0146-36-2662
E-mail  samani@aioros.ocn.ne.jp

〈北海道様似町東京事務所〉
〒104 -0031 東京都中央区京橋1丁目17- 3　内村京橋ビル5F
TEL  03-6228-7760　　Mobile  090 - 3118 -0302
FAX  03-6228-7361
E-mail   samani.tokyo@grace.ocn.ne.jp

様似町公式ウェブサイト
http://www.samani.jp/

アポイ岳ジオパーク公式ウェブサイト
http://www.apoi-geopark.jp/

写真 : 第4回さまに写真コンテスト入賞作品「様似の神様の芸術」（海霧に包まれる観音山）
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様似海岸エリア

新富エリア

日高耶馬渓エリア

アポイ岳エリア

幌満峡エリア

えりも町

アポイ岳

浦河町
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地球の奥深くからの贈りものが、このまちにはあります。
世界的にも珍しい地質と地形、
そして自然。

地球の“中身”を知るヒント。
かんらん岩

標高の低い山なのに、なぜ？
高山植物

独特な地形から物語が生まれる。
人々の歴史

アポイ岳ジオパークは３５のジオサイト（見どころ）から成り、
テーマごとに大きく５つのエリアに分かれています。

日高山脈を背に、
太平洋を目の前に。

ユネスコ世界ジオパークに認定された

「大地の公園」。
「ジオ」は地球や大地を意味する言葉。科学的に
重要な、あるいは景観として美しい地質や地形を持つ
自然公園をジオパークといいます。
様似町は、まち全体が「アポイ岳ジオパーク」。貴重な
大地の遺産、豊かな自然環境、そして由緒ある歴史

文化を丸ごと学び楽しむことができます。アポイ岳ジオ
パークは2008年に日本ジオパークに認定。そして
2015年9月には、日本で8番目、東北以北では2番目
となるユネスコ世界ジオパーク認定を果たしました。

様似町は北海道の背骨・日高山脈の南東に位置して
います。面積の90％を森林が占め、海岸近くまで
丘陵地帯が迫ります。太平洋に沈む夕日は息を呑む
美しさ。夏は涼しく、冬も北海道の中では比較的温暖。
積雪は北海道で最も少ない地域です。

その豊かな自然を生かした漁業が古くから盛んで、
うに、真つぶ、昆布、鮭といった良質な海の幸のほか、
近年では冷涼な気候を利用したいちご栽培が盛んに
行われています。

●札幌

●
函館

●新千歳空港
とかち
帯広空港

様似町

アポイ岳ジオパーク最大の特徴は、地球規模の
変動によって地下深くのマントルから現れた珍しい
岩石「かんらん岩」。人類がいまだ到達できていな
い地球深部の地質を地上にいながら見ることが
できる、世界的にも貴重な場所です。

かんらん岩という特殊な土壌に気象などの要因が
加わり、アポイ岳は810mという低標高にもかかわ
らず高山植物の宝庫。固有種も数多く存在しま
す。「アポイ岳高山植物群落」は国の特別天然記
念物に指定されています。

大小さまざまな奇岩が海に浮かぶ様似の海岸に
は、先住民族アイヌの言い伝えがたくさん残されて
います。また、天然の良港として利用されてきた岬
は江戸時代から北前船流通の要衝として発展して
きました。

1 2 3
アポイ岳ジオパークを楽しむ3つのキーワード

●
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アポイ岳
ジオパークを歩こう。

Trekking

地球のダイナミズム、自然の神秘にふれる旅。

かんらん岩がつくる、
固有の高山植物たち。
アポイ岳ジオパークの象徴的存在。

かんらん岩とは？

その名はアイヌ語の「アペ（火）・オイ（多い所）・ヌプリ（山）」が
略されたもの。かつて、山頂の祭壇で火を焚き、鹿の豊猟を
カムイ（神）に祈ったというアイヌの伝承が由来です。
海岸線からわずか4kmの場所にそびえるアポイ岳は、軽装備で
楽しめる比較的登りやすい山。頂上まではおよそ2時間半から
3時間半、往復で5～6時間程度で、積雪のない4月下旬～
10月下旬が登山に適した時期です。「馬の背」と呼ばれる尾根
に立てば、太平洋と日高山脈の雄大なパノラマが広がります。
海に近く夏でも冷涼であること、雪が少ないため冬も地面が
吹きさらしになること、そして、かんらん岩がつくる植物にとって
厳しい土壌。アポイ岳が810mと低標高ながらたくさんの高山
植物に彩られるのは、これらの特殊な環境によるものです。

地球の奥深くには「マントル」という物
質がつまっています。このマントルをつ
くっている岩石が「かんらん岩」。アポイ
岳ジオパークは、地球の内部にあるは
ずのかんらん岩を地上で見ることので
きる数少ない場所のひとつなのです。

アポイ岳
【アポイ岳エリア】

アポイ岳

様似町

マントル
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ヒダカソウ

エゾコウゾリナ

サマニユキワリ

アポイアズマギク

アポイタチツボスミレ

アポイマンテマ

サマニオトギリ

アポイ岳の高山植物
固有種は20種近くと非常に多彩。アポイ岳の高山植物群落は国の特別天然記念物に指定されています。
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浦河町

アポイ岳ジオパークを歩こう。
代表的な見どころをピックアップ。

多彩なかんらん岩から成る
峡谷の絶景。

日高山脈を源とする幌満川の流れが長い時
間をかけてつくった、かんらん岩の峡谷。アポイ
岳の東方に、約8km続きます。さまざまな種類
のかんらん岩が観察できるため研究者向けの
ジオサイトも点在しているエリアです。
山腹には原生的な針広混交林が広がり、なか
でもキタゴヨウは国の天然記念物に指定。
例年10月下旬には紅葉が見頃を迎えます。

幌満峡
【幌満峡エリア】

アポイ岳と並ぶ
様似のシンボル。

まるで親子のように寄り添う3つの岩。夕日の
絶景ポイントとしても知られ、ここで夕日を眺め
ながら祈ると家族に幸福をもたらすといわれて
います。また、冬のある時期にだけ、3つの岩の
ちょうど間に夕日が沈む荘厳な光景に出会うこ
とができます。
この親子岩をはじめ様似海岸エリアの海には
奇岩がたくさん。その独特な形から、アイヌの
言い伝えも数多く残されています。

親子岩
【様似海岸エリア】

現在の様似町につながる
歴史的重要地点。

かつては海に浮かぶ島だったのが、波に運ばれ
た砂などによって陸とつながった陸繋島。船の
停泊に都合がよい天然の良港として古くから
栄え、江戸時代からは北前船流通の要衝とし
て、現在に至る様似の発展につながりました。
岬の裏側の崖ではマグマが冷えて固まる際に
できたダイナミックな「板状節理」を見ることが
できるほか、展望台からはアポイ岳ジオパーク
が一望できます。

エンルム岬
【様似海岸エリア】

海の奇岩を一望できる
ビュースポット。

標高約100m、様似漁港を見下ろす釣鐘状の
小山（表紙写真）。かつてアイヌのチャシ（砦）
があったといわれており、戦いの伝説も残されて
います。山頂の展望台には車でのアクセスが
可能。親子岩やエンルム岬などの奇岩の数々
が一直線に並ぶ様子を望めるビュースポット
です。
山全体が広葉樹に覆われ、その林床は、春に
はカタクリやオオバナノエンレイソウなどの可憐
な花が咲き競う花園となります。

観音山
【様似海岸エリア】

波の力がつくりあげた
自然の大穴。

アポイ岳の山裾が太平洋に落ち込み、約
7km続く断崖絶壁をつくっている日高耶馬渓
エリア。ここは、はるか昔、地球の表面を覆う
ユーラシアプレートと北米プレートが衝突した
境目といわれています。
冬島漁港内にあるこの岩の穴は波の浸食に
よって開けられた「海食洞」と呼ばれるもの。冬
島の名はアイヌ語の「プユ（穴）・シュマ（岩）」
に由来しています。

冬島の穴岩
【日高耶馬渓エリア】

おすすめルート・コースについて
約4時間のお手軽なコースから、約8時間を要する登山ルートまで。トレッキングや散策のおす
すめルート・コースをウェブサイトにて紹介しています。

無料アプリ 
「ジオパークぶらり」
スマートフォンやタブレットのGPS機能を利
用して絵地図と現在地を表示できるほか、
ジオパークの解説や観光情報などを写真
付きで見ることができます。日本ジオパーク
ネットワーク公認の無料アプリです。

地形や地質、自然から、歴史、文化、産
業に至るまで、アポイ岳ジオパークの情
報を総合的に提供する施設。高山植物
やヒグマなど、アポイ岳登山に関する
リアルタイム情報も発信しています。

・様似町平宇479-7
・TEL 0146-36-3601
・開館時間／9:00～17:00
・開館期間／4月～11月（12月～3月は応相談）
開館期間中無休

アポイ岳ジオパークビジターセンター

初めて様似町を訪れるなら、まずはここへ。

アポイ岳ジオパークの魅力を知り尽く
したガイドが、知的好奇心を満たす旅を
お手伝い。利用者の車に同乗しての
ガイドもOKです。お気軽にお問い合わせ
ください。

・料金／ガイド1名5,000円～
（利用人数15人まで・4時間未満の場合）
・お問い合わせ・お申し込み
アポイ岳ジオパーク推進協議会事務局
TEL 0146-36-2120

アポイ岳ジオパークサービスガイド

ジオパークをより深く楽しむなら。

アポイ岳登山口近くにある宿泊施設。
アポイ岳と太平洋を一望できる絶景の
ロケーションです。大浴場には露天風
呂を完備、日帰り入浴もOK。

・ 様似町平宇479-7
・ TEL 0146-36 - 5211
・ 19室・59名収容
・ http://apoi - sanso.co. jp/

アポイ山荘

旅の疲れを癒す絶景の宿。

Androidをご利用の方はこちらiPhoneをご利用の方はこちら

アポイ岳ジオパーク公式ウェブサイト http://www.apoi-geopark.jp/ アポイ岳
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豊かな山海の恵みを、
思う存分。

イベント
インフォメーション

Local food

Event
Info

Camping

様似沖は黒潮と親潮がぶつかりあう好漁場。冷涼な気候を生かしたいちご栽培も盛んです。

海で、山で、
自然を満喫！
町内にはキャンプ場が3つ。海と山、どちらでもキャンプを楽しめます。

沖合に親子岩を望むキャンプ場。
シャワーや更衣室、水洗トイレなど完備。

アポイ岳の山裾が海に落ち込む断崖絶壁の日高耶馬渓エリアは知る人ぞ知るサーフィンスポット。
夏の週末には多くのサーファーが波乗りを楽しみます。

親子岩ふれ愛ビーチキャンプ場

サーフィンの穴場・日高耶馬渓エリア

日高のうには春が旬。良質な日高昆布を
たくさん食べて育ったエゾバフンウニは
甘みたっぷり、濃厚な味わいです。

うに

北海道で最も大きい様似の真つぶ。刺
身はあわびのようなコリコリとした食感
で、噛みしめると旨みが口の中に広がり
ます。

真つぶ

脂の乗った「銀毛」が多い様似の鮭。職
人の手によって、身は新巻きや山漬けな
どの塩蔵に、卵はいくらや筋子に仕上げ
られます。

鮭

様似のきれいな水と澄んだ空気で育ま
れるいちご。いちごを贅沢に使ったスパー
クリングワインは、スッキリした味わいが人
気です。

いちご

鮭の山漬けなどの魚介類、低農薬のアポイ米
などの地場産品を格安販売。アイディアメ
ニュー満載のグルメコーナーもあります。

地場産フェア

10月下旬

きれいな水が豊富なアポイ岳のふもとで
つくられる「アポイ米」。農薬と化学肥料
を減らし、手間ひまかけ育てた特別栽培
米です。

お米

「日高昆布」として知られるミツイシコン
ブ。即日天日干しにこだわり、漁の最盛
期である夏の晴れた日には干場一面に
昆布が並びます。

昆布

※各イベントの詳しい日程は
　お問い合わせください。

期 間
入 場 料
予 約
お問い合わせ

6月下旬～9月下旬（海水浴は7月上旬～8月中旬） 
一泊 大人600円、小中学生400円、スクリーンテント・タープ1張300円
フリーサイト 
親子岩ふれ愛ビーチセンターハウス（期間中） TEL  0146-36-5555
様似町役場商工観光課（期間前後） TEL  0146-36-2119

5月にはエゾヤマザクラが咲き誇る桜の名所です。
炊事場とトイレあり。

様似ダムキャンプ場

期 間
入 場 料
お問い合わせ

4月中旬～10月中旬
無料
様似町役場商工観光課 TEL  0146-36-2119

水道、炊事場、水洗トイレなど完備。
小バンガローもあります。

アポイ山麓ファミリーパークキャンプ場

期 間
入 場 料
お問い合わせ

4月中旬～9月下旬
一泊 大人600円、小中学生400円、スクリーンテント・タープ1張300円、バンガロー1棟2,000円
アポイ岳ジオパークビジターセンター TEL  0146 -36- 3601

アポイ岳の名の由来となったアイヌの伝承に
ならった火まつり。アポイ山麓での採火式、エン
ルム岬の火文字、アポイ太鼓やねぶたパレード
などで盛り上がる様似最大のイベントです。

アポイの火まつり

8月第1土日

旬のエゾバフンウニをはじめ、様似の新鮮な魚
介類を格安で販売します。

ウニまつり

5月中旬～下旬

季節を五感で楽しむ

様似のまつり。
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札幌

小樽

苫小牧

新千歳空港

新冠町
新ひだか町

帯広

襟裳岬

とかち
帯広空港

えりも町

浦河町

日高町（門別地区）

平取町

様似町 アポイ岳ジオパーク

日高町（日高地区）

ア
ポ
イ
岳

函館

苫小牧東IC

日高門別 IC日高エリアをまるごと楽しもう。

Hidaka Area

Hokkaido

ERIMO

http://www.town.erimo.lg.jp/

様似町のある北海道・日高エリアは町ごとに魅力がたくさん。 どんなルートでめぐってみますか？

全国的に知られる襟裳岬のあるま
ち。「風極の地」と呼ばれる日本屈
指の強風地帯でもあります。北海
道銘菓のテレビCMでおなじみの
ハート型に見える湖・豊似湖など数
多くの景勝地があります。

え
り
も
町

公式ホームページ

URAKAWA

http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/

約200の牧場があり、3,000頭以
上のサラブレッドが駆け回る浦河
町。日本最大級の乗馬リゾート「優
駿ビレッジAERU」は、広大な敷地
でのホーストレッキングやさまざまな
乗馬プログラムが人気です。

浦
河
町

公式ホームページ

SHINHIDAKA

http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/

全国のサラブレッドの2割以上が誕
生する、サラブレッド生産頭数日本
一のまち。約7kmの直線道路の両
側におよそ3,000本の桜が咲き誇
る「二十間道路桜並木」は「さくら名
所100選」に選定されています。

新
ひ
だ
か
町

公式ホームページ

NIIKAPPU

http://www.niikappu.jp/

まちのシンボルである「レ・コード館」
は全国から寄贈された100万枚近
いレコードを収蔵。小高い丘の上に
ある「新冠温泉 レ・コードの湯」の
露天風呂からは、太平洋に夕日が
沈む絶景を楽しめます。

新
冠
町

公式ホームページ

BIRATORI

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/

出荷全道一を誇るトマトや、黒毛和
牛が特産品。日本一の広さを誇る
すずらん群生地は5月中旬～6月中
旬に一般公開されます。「二風谷ア
イヌ文化博物館」ではこの地域なら
ではの独自のアイヌ文化を体験で
きます。

平
取
町

公式ホームページ

HIDAKA
HIDAKA district

HIDAKA
MOMBETSU district Access

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/

北海道唯一の山岳氷河地形、超
塩基性高山植物を見ながら登山、
日本一の清流・沙流川でのラフ
ティングなどのアクティビティを楽し
むことができます。

日
高
町

（
日
高
地
区
）

公式ホームページ

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/

ししゃもの産地として知られる門別
地区。4月～11月には門別競馬場
でホッカイドウ競馬が開催され、迫
力のレースを間近で観戦することが
できます。豪快なバケツジンギスカ
ンは門別競馬場名物。

日
高
町

（
門
別
地
区
）

公式ホームページ

様似町への
アクセス

（高速道路利用）

（高速道路利用）

･･･････････････････････180km

･･･････････････155km

････････････115km

･･････････････････････395km

●札幌から

●新千歳空港から

●とかち帯広空港から

●函館から

車で

●札幌から
　JR北海道バス「高速えりも号」3時間20分
　道南バス「高速ペガサス号」　4時間20分

●新千歳空港から
　道南バス「特急うらかわ号」　4時間20分

バスで

JR日高本線・鵡川～様似間は
高波の線路被害により運休中です。
代行バスをご利用ください。
※2016年3月現在

列車で

（浦河乗換え）

（浦河乗換え）
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