
ようこそ　釧路へ！　すてきな釧路でのひとときを散策しながら感じてはいかがですか？

Kushiro Children's Museum  
｢KODOMO YUGAKUKAN｣

開館時間 9:30~17:00   
( Open )                     

休館日 月曜日

Saiwaicho Park

旅客船ターミナルより徒歩20分
20min on foot from ship

Tancho-Ichiba Market

Sakaemachi-Heiwa Park

Kushiro Station

旅客船ターミナルより徒歩25分
25min on foot from ship

Washo-Ichiba Market

開館時間 8:00~18:00   
( Open )                     
休業日 日曜日
(close sun)

22min on foot from ship
旅客船ターミナルより徒歩22分

開館時間 6:00~17:00   
( Open )                     

休業日 日曜日
(close sun)

旅客船ターミナルより徒歩22分
22min on foot from ship
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釧路駅観光案内所
Kushiro Sta Tourist  Information
9:00~17:30

くしろ丹頂市場 釧路駅

幸町公園 和商市場

釧路こども遊学館

栄町平和公園

釧路川 Kushiro River 幣舞橋 ～ 久寿里橋 片道徒歩10分
Nusamai Bridge → Kusuri Bridge   10min on foot  
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北海道立釧路芸術館

開館時間 9:30~17:00   
( Open )                     

休館日 月曜日
(close mon)

Foot Bath

7:00~22:00   
＊季節、天候によりクローズあり
(＊close  depend on season or weather)

休館日 月曜日
(close mon)

旅客船ターミナルより徒歩15分

15min on foot from ship
旅客船ターミナルより徒歩15分
15min on foot from ship

釧路フィッシャーマンズワーフ

旅客船ターミナルより徒歩5分
5min on foot from ship

国道４４号線 Route 44

耐震・旅客船ターミナル
Cruise Ship Terminal

幣舞観光ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ
Nusamai Tourist  Guide Station
9:00~17:00

Kushiro art museum,Hokkaido

ＭＯＯ

あし湯

観光国際交流ｾﾝﾀｰ観光案内所
Tourism and International 
Relations Center  Tourist Information
9:00~19:00

Manabotto Observatory 

開館時間 9:00~19:30   休館日 月曜日
( Open )                      ( Close  Mon )

旅客船ターミナルより徒歩12分

市立釧路図書館

Nusamai Park

旅客船ターミナルより徒歩10分
10min on foot from ship

開館時間 10:00~18:00 休館日 月曜日
( Open ) (close   Mon)

旅客船ターミナルより徒歩10分
10min on foot from ship

Koubunkan Museum

10Ｆ

Brigde

Kushiro City Library

港文館

幣舞公園

☆ まなぼっと展望台(10F)

★ 釧路市立美術館(3F)
Kushiro  City Museum of Art

Yonemachi Park

旅客船ターミナルより徒歩30分
30min on foot from ship

Sano 
Monuments
Park

30min on foot from ship
旅客船ターミナルより徒歩30分

旅客船ターミナルより徒歩13分
13min on foot from ship

開館時間 ☆ 9:00~22:00   休業日 月曜日
( Open )  ★10:00~17:00   ( Close Mon )

旅客船ターミナルより徒歩12分
12min on foot from ship

Yonemachi Heritage Museum

開館時間 10:00~15:00   休館日 月曜日
( Open )                        ( Close  Mon )

旅客船ターミナルより徒歩30分
30min on foot from ship

米町公園

米町ふるさと館

佐野碑園

30min on foot from ship

Welcome to KUSHIRO!  Why don't you enjoy strolling in Kushiro to make your stay special?


