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コワーキングスペース

くしろフィス
●住　所：釧路市末広町11丁目1-10 
●時　間：10：00～19：00 （月~金）

10：00～18：00 （土日祝）
不定休

●利用料：コワーキング500円（～2時間）
 1,000円（2時間～）
 シェアオフィス 15,000円～／月 
 セミナーブース 1,000円 ／時

02

01

　日々の喧騒とストレスから解き放たれ、程よい都市環境と雄大な自然、

清々しい気候に抱かれ、普段とは異なる働き方を体験しませんか？

　お仕事は市街地のコワーキングスペースを利用し、週末は２つの国立公園が誘う、

カヌー、フィッシング、トレッキング、アウトドアアクティビティの魅力あふれるロケーションを満喫しましょう。

　アイヌの歴史・文化、住民とのふれあいなど、地域性を活かした体験も、新たな滞在価値を提供します。

Workat ion in  釧路

Coworking space

あかん湖鶴雅ウイングス（宿泊者限定） 
●住　所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6-10
●利用料：個室1,100円／時・5,500円／6時間
 ワーキングブース550円／時・2,750円／6時間
 ミーティングスペース6,600円／時・16,500円／6時間 



Meeting Incentive Convention Exhibition
釧路inMICE

DATAAccess

　親潮の影響を受ける釧路は、盛夏でも最高気温の平均が２1度程度と涼しく、快適な
気候です。杉花粉、梅雨がなく、降雪量は道内他都市と比較して、極めて少ないことも特
長のひとつです。
　会議場や宿泊施設、ショッピング、グルメ、医療機
関など、充実した都市環境に恵まれ、避暑都市とし
ての機能を併せ持っています。

■　　　　　くしろでMICE!!
長期滞在者数10年連続北海道１位！

酷暑を逃れ

熱帯夜なし熱帯夜なし 真夏日
年間0.2日
真夏日
年間0.2日

東京から90分
札幌から45分

交通アクセス

MICE in 釧路MICE in 釧路
釧路市では、都市と温泉リゾートでＭＩＣＥが開催できます。

　1,600名収容が可能な「釧路市観光国際交流セン
ター」を核施設として、徒歩１０分圏内に複数のＭＩＣＥ施
設が立地。交通機関、宿泊施設や飲食店街も近接し、滞
在に便利な環境です。

■コンパクトシティ・釧路

MICE 02

コンベンション実績

ラムサール条約第５回締約国会議

01 MICE

釧路空港ビル貸出施設のご案内
釧路空港ビル内には、２４～４５名の収容が可能な有料会議室・団体待合室・
有料ラウンジがあります。

有料会議室（２４席）有料団体待合室（４５席）
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徒歩10分圏内に立地

ＪＲ釧路駅
バスターミナル ホテル

会議場

飲食店街
「末広町」

ＪＲ釧路駅
バスターミナル ホテル

会議場

飲食店街
「末広町」

　「釧路湿原国立公園」へ３０分、「阿寒摩周国立公園」へ
９０分。二つの国立公園に囲まれ、国内随一の自然環境を
背景とする豊富な観光資源。国内有数の食糧基地が産み
出す釧路ならではのグルメも手軽にお楽しみいただけます。

■豊かな観光資源・食の魅力

釧路湿原国立公園

阿寒摩周国立公園

Cooool

　スケート・スキーなど、ウイン
タースポーツの会場が充実。また、
東北海道最大規模の総合体育館
と各種競技場が、一年を通じて競
技会・合宿のご利用を受け入れま
す。景観に
優れたゴル
フコースも
人気のひと
つです。

■夏も冬もスポーツ
　　　　 施設が充実

　農林水産・炭鉱・製紙の基幹産
業、優れた自然環境が、地域なら
ではのミーティング・エクスカー
ション素材をご提案します。

■地域のＭＩＣＥ
       素材を発信

国内唯一の坑内掘炭鉱「釧路コールマイン」

　特別天然記念物「マリモ」でお
なじみの阿寒湖。森と湖に囲まれ
た癒しの空間と、アイヌ文化が織
りなす独特な佇まいが、新たな体
験を提供します。

■阿寒湖畔で
　　 温泉ＭＩＣＥ

第１回日中韓観光大臣会合

■国際会議・大会
 2015　東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ第8回パートナー会議 約100人
 2014　国際リサイクル事業者ラウンドテーブル会議 約200人
 2013　釧路・生命倫理国際シンポジウム2013 約100人
 2013　国際啄木学会　第24回釧路大会 約500人
 2009　2009CIGRE SC C4 Meeting&Colloquim in Japan 約150人
 2006　第1回日中韓観光大臣会合 
 1993　ラムサール条約第5回締約国会議 約1,200人
■国際スポーツ大会・イベント
 2019　FIS公認第32回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会 約220人
 2007　ツール・ド・北海道国際大会 約300人
■全国会議・大会
 2018　エンジン０１ in 釧路 約20,000人
 2017　第67回日本電気泳動学会総会 約200人
 2017　第38回全国都市清掃研究・事例発表会 約500人
 2014　全日本断酒連盟第51回全国大会 約1,500人
 2014　2014ふゆトピア・フェアin釧路 約500人
 2012　第29回法人会全国大会北海道大会 約2,000人
 2012　第40回日本ガスタービン学会定期講演会・見学会 約130人
 2011　全国高等専門学校デザインコンペティション 約400人
 2010　第13回日本病院脳神経外科学会 約1,000人
■全国スポーツ大会・イベント
 2019　第74回国民体育大会冬季大会 約3,000人
 2015　第87回日本学生氷上競技選手権大会 約1,400人
 2014　第42回釧路湿原マラソン 約4,000人
 2012　第65回全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会 約1,100人
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 ［車］
札 幌 市 301㎞ 約４時間10分 →

釧

路

市

新千歳空港 265㎞ 約３時間30分 →
旭 川 市 280㎞ 約５時間00分 →
帯 広 市 134㎞ 約２時間00分 →
北 見 市 160㎞ 約２時間50分 →
網 走 市 152㎞ 約２時間40分 →
根 室 市 124㎞ 約２時間20分 →
※札幌～釧路間、新千歳空港～釧路間は、高速道路経由。

 ［飛行機］
東京⇔釧路
ANA（ADO） 1 日 3 往復
JAL 1 日 3 往復
成田⇔釧路
APJ 1 日 1 往復
新千歳⇔釧路
ANA 1 日 3 往復
丘珠⇔釧路
JAL（HAC） 1 日４往復
関西⇔釧路 
APJ 1 日１往復
中部⇔釧路 （季節運航）

JAL 1 日１往復

 ［バス］
札幌⇔釧路
スターライト釧路号 1 日５往復
ニュースター号 1 日４～５往復
旭川⇔釧路
サンライズ旭川号 1 日２往復
根室⇔釧路
特急ねむろ号 1 日２～３往復
北見⇔釧路
特急釧北号 1 日２往復

 ［JR］
札幌⇔釧路 １日６往復、約４時間～
根室 6 本 / 日 釧路 6 本 / 日 根室 約2時間～
網走 5 本 / 日 釧路 5 本 / 日 網走 約3時間～



03 MICE MICE 04

釧路inMICE
Meeting Incentive Convention ExhibitionMICE施設
コーチャンフォー釧路文化ホール（釧路市民文化会館）

小ホール

釧路市民文化会館
室　名 面　積 収容人数 備　考

１階
大ホール 1540.80㎡ 1,524名 シアター（座席固定）
小ホール 537.08㎡ 372名 シアター（座席固定）
会議室１号 75.72㎡ 40名 机・イス移動可

２階 展示ホール 391.00㎡
Ｂ１階 会議室２号 35.88㎡ 20名 机・イス移動可
※その他、練習室（3室）・和室。

〒085-0055  釧路市治水町12-10
Tel：0154-24-5005
●ＪＲ釧路駅から約3.2km/バス15分、タクシー10分
●釧路空港からタクシー30分
●駐 車 場／360台
●休 館 日／月曜日・12月29日～1月3日
●利用時間／9：00～21：00

1,500名収容可能なシアター会場は、開会式等、式典
会場として利用されています。

　Wi-Fi利用可（共用スペースのみ）

大ホール

釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）

大ホール
釧路市生涯学習センター

室　名 面　積 収容人数 備　考

１階 大ホール 558.50㎡ 806名 シアター（座席固定）
展示ホール 271.00㎡ 可動壁有

２階 多目的ホール 315.06㎡ 300名 机・イス移動可
４階 和室1～3 28/20/20畳 繋げて使用可
５階 ハイビジョンシアター 129.10㎡ 70名 シアター（座席固定）

６階 601号室 86.20㎡ 48名 机・イス移動可
602号室 99.60㎡ 48名 机・イス移動可

７階

703号室 69.20㎡ 36名 机・イス移動可
704号室 76.70㎡ 36名 机・イス移動可
705号室 86.20㎡ 45名 机・イス移動可　　　

繋げて使用可706号室 99.60㎡ 45名

８階
801号室 195.90㎡ 56名 円卓机等移動不可
802号室 69.20㎡ 36名 机・イス移動可

繋げて使用可　　803号室 76.70㎡ 36名
※その他、クッキングスタジオ、アートスタジオ、工芸スタジオ、茶室（8畳）。

大ホール

多目的ホール

〒085-0836  釧路市幣舞町４-28 
Tel：0154-41-8181

●ＪＲ釧路駅から約1.4km/徒歩20分、タクシー５分
●釧路空港からバス45分、MOO（ムー）バスターミナルから徒歩5分
●駐 車 場／250台
●休 館 日／月曜日・12月29日～1月3日
●利用時間／9：00～22：00

シアター形式の大ホールのほか、多くの会議室を有し、分科会の開催
に便利です。

　Wi-Fi利用可（施設内一部）

釧路市観光国際交流センター

研修室

大ホール

釧路市観光国際交流センター
室　名 面　積 収容人数 備　考

１階 大ホール 1,793.49㎡ 1,600名 3分割可
２階 視聴覚室 123.26㎡ 63名 机・イス移動可

３階

研修室１ 62.10㎡ 30名 繋げて使用可　　　　
机・イス移動可研修室２ 62.10㎡ 30名

研修室３ 64.66㎡ 30名
会議室 60.02㎡ 20名 円卓移動不可
和　室 6畳 茶室として使用可
応接室 47.56㎡ 14名

〒085-0017  釧路市幸町3-3　
Tel：0154-31-1993

●ＪＲ釧路駅から約1km/徒歩10分、タクシー5分
●釧路空港からバス45分、MOO（ムー）バスターミナルから

徒歩3分
●駐 車 場／なし（センターに隣接する有料駐車場をご利用下さい）
●休 館 日／12月29日～1月3日
●利用時間／9：00～21：00

都市部の中心に位置し、約1,800㎡で最大３分割が
可能なホールを有します。

　全室Wi-Fi利用可

道東経済センタービル

研修室

〒085-0847  釧路市大町1-1-1 
Tel：0154-41-4141
●ＪＲ釧路駅から約1.1km/徒歩15分、タクシー５分
●釧路空港からバス45分、MOO（ムー）バスターミナルから徒歩3分
●駐 車 場／10台
●休 館 日／年末年始
●利用時間／9：00～21：00
　全室Wi-Fi利用可

道東経済センタービル
室　名 面　積 収容人数 備　考

３階

特別会議室 122.23㎡ 36名 囲み
第1小会議室 47.05㎡ 30名 机・イス移動可
第2小会議室 66.05㎡ 45名 机・イス移動可
研修室 116.35㎡ 72名 机・イス移動可

５階 大会議室 246.36㎡ 240名 2分割可　机・イス移動可
和室 27.32㎡ 18名 囲み

釧路市交流プラザさいわい

〒085-0017  釧路市幸町9-1 
Tel：0154-64-9471
●ＪＲ釧路駅から約0.7km/徒歩10分、タクシー５分
●釧路空港からバス50分、市役所前から徒歩1分
●駐 車 場／73台
●休 館 日／日曜日・12月29日～1月3日
●利用時間／9：00～21：00
　全室Wi-Fi利用可

大ホール

釧路市交流プラザさいわい
室　名 面　積 収容人数 備　考

１階 多目的ホール 152～240㎡ 90～138名 机・イス移動可
２階 洋室 16～93㎡ 12～45名 9室

３階

大ホール 139㎡ 75名 机・イス移動可
小ホール 93㎡ 45名 机・イス移動可
洋室 23～33㎡ 12～18名 3室
和室 26㎡ 12名 3室

４階 洋室 16～35㎡ 12～18名 7室
※その他、料理教室・華道室等7室。
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阿寒湖まりむ館

〒085-0467  釧路市阿寒町
阿寒湖温泉2-6-20　

Tel:0154-67-4400
（釧路市阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所）

●JR釧路駅から約74km
バス2時間、釧路空港からバス1時間10分

●駐 車 場／24台
●休 館 日／年末年始（12月29日～1月3日）
●利用時間／9：00～22：00

多目的ホール（まりも～る）

釧路市中心部から車で１時間半、釧路空港から車で50分の阿寒湖温泉にもＭＩＣＥ施設及び宿泊施設があります。

中心部（下記含む）ホテル最大収容人数4,650人、中心部（下記含む）ホテル総室数（シングルユース含む）2,682室
釧路市地区（下記含む）宿泊施設最大収容人数5,264人、釧路市地区（下記含む）宿泊施設総部屋数2,970室

釧路地区中心市街地
宿泊施設 Meeting Incentive Convention Exhibition 阿寒地区施設Meeting Incentive Convention Exhibition

民宿タカハシ ℡.0154-25-3767
●和室9●

ビジネスホテル中園第一 ℡.0154-23-1764
●シングル8●ツイン2●和洋室2●

ビジネスホテルフロンティア ℡.0154-24-3557
●シングル（セミWB）20●ツイン2●和室2●

ホテル千友館 ℡.0154-51-5867
●シングル10●ツイン5●和室13●

ホテルマーシュランド別館 ℡.0154-51-6791
●シングル12●和室29●

ホテルマーシュランド ℡.0154-51-5557
●シングル27●ツイン6●ダブル1●和洋室3●和室29●ホール①119㎡●ホール②75㎡●

釧路地区 他
ペンショングリーンパーク ℡.0154-41-2685
●シングル24●

丹頂の里美肌の湯赤いベレー ℡.0154-22-3111
●ツイン4●和室10●宴会場50㎡●会議室50㎡●

山花温泉リフレ ℡.0154-56-2233
●ツイン7●和洋室3●和室6●研修室①131㎡●研修室②50㎡●研修室③46㎡●研修室④43㎡●

ATHLETE INN（アスリートイン） ℡.0154-65-5216
●和室2●和洋室15●

大喜湯春採店 ℡.0154-46-5558
●和室9●

ゲストハウスコケコッコー ℡.090-6442-2433
●和室3●洋室1●ドミトリー1●

TSURUGA LAKE AKAN LODGEトゥラノ ℡.0154-67-2500
●客室/10室29名●

東邦館 ℡.0154-67-2050
●客室/25室80名●

山水荘 ℡.0154-67-2101
●客室/18室76名●

芳友荘 ℡.0154-67-2728
●客室/15室45名●

八谷旅館 ℡.0154-67-2747
●客室/10室30名●

阿寒湖バスセンター宿泊部 ℡.0154-67-2655
●客室/30室100名●

民宿両国 ℡.0154-67-2773
●客室/12室26名●

温泉民宿　山口 ℡.0154-67-2555
●客室/10室30名●

民宿ぎんれい ℡.0154-67-2597
●客室/9室15名●

ビジネスホテルまつおか ℡.0154-67-2746
●客室/10室20名●

ラビスタ阿寒川 ℡.0154-67-5566
●客室/64室150名●

阿寒地区最大収容人数4,869人、総室数1,213室

阿寒地区宿泊施設

民宿ファミリーハウス ℡.0154-22-0208
●シングル6●和洋室4●

阿寒湖まりむ館
室　名 面　積 収容人数 備　考

２階

多目的ホール 434.18㎡ 480名
研修室 72.51㎡ 48名 机・イス移動可
会議室１ 45.20㎡ 27名 机・イス移動可

繋げて使用可会議室２ 52.18㎡ 27名
和室１ 37.22㎡ 30名
和室２ 41.59㎡ 30名

※その他、クッキングスタジオ。

⑳ 旅館大喜館  

規模
シングル 和室
6室 56室

⑲ ライダーハウス銀鱗荘  

規模
和室
5室

⑱ すみれ旅館  

規模
和室
13室

⑰ ラスティングホテル  

規模
シングル ツイン 会議室
60室 24室 65㎡

⑯ 駅前ホテルパルーデ釧路  

規模
シングル ツイン ダブル トリプル ロフト フォース デラックス
79室 9室 1室 1室 4室 2室 3室

⑮ コンフォートホテル釧路  

規模
ダブル ツイン ユニバーサル
117室 8室 1室

⑭ ホテルクラウンヒルズ釧路  

規模
シングル ツイン ダブル トリプル その他
64室 59室 23室 4室 17室

⑬ ホテルルートイン釧路駅前  

規模
シングル ツイン
165室 55室

⑫ 釧路ロイヤルイン  

規模
シングル ツイン ダブル 会議室A 会議室B 会議室C
126室 20室 7室 60㎡ 130㎡ 300㎡

⑪ ホテルエリアワン釧路  

規模
シングル ツイン ダブル トリプル 和室 その他
21室 7室 7室 3室 1室 2室

⑩ スーパーホテル釧路駅前  

規模
シングル ツイン スーパールーム トリプル
48室 6室 29室 1室

⑨ スーパーホテル釧路  

規模
シングル ツイン
76室 25室

⑧ ホテルアクシアイン釧路  

規模
セミダブル ツイン 和室 トリプル
60室 12室 1室 1室

⑥ ホテルWBF釧路  

規模
セミダブル ツイン ダブル デラックスツイン
81室 2室 15室 10室

⑤ ホテルパコ釧路  

規模
シングル ツイン ダブル トリプル 和室
123室 42室 48室 5室 3室

④ ラビスタ釧路川  

規模
ダブル ツイン クィーン スイート
95室 108室 21室 1室

② 釧路プリンスホテル  

規模
シングル ツイン ダブル スイート ホール① ホール② ホール③
190室 190室 10室 10室 610㎡ 610㎡ 47㎡

① ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路  

規模
シングル ツイン ダブル スイート ホール① ホール② ホール③
74室 100室 4室 2室 600㎡ 315㎡ 48㎡

③ 釧路センチュリーキャッスルホテル  

規模
シングル ツイン ダブル その他 ホール①ホール②ホール③ホール④
11室 20室 14室 3室 759㎡ 429㎡ 264㎡ 231㎡

⑦ 東横イン釧路十字街  

規模
シングル ツイン ダブル エコノミーS エコノミーW その他 会議室①会議室②
153室 22室 11室 11室 10室 1室 10人 10人

● あかん湖鶴雅別荘　鄙の座  
客室 25室 94名

● ホテル御前水  
客室 109室 487名

貸室
宴会場① 宴会場② ダンスホール
180畳 80畳 40坪

● ニュー阿寒ホテル  

客室
シャングリラ館 別館クリスタル
202室 988名 164室 527名

貸室
大宴会場 中宴会場 小宴会場 会議室① 会議室②
360畳/1室 25～55畳/5室 25～26畳/7室 252.9㎡ 82.6㎡

● あかん遊久の里鶴雅  

客室
別館 レラの館 栞の館 本館

50室 244名 28室 105名 39室 238名 64室 237名

貸室
大宴会場 中広間 会議室
140畳 55～60畳 18席

● あかん湖鶴雅ウィングス  
客室 127室 529名

貸室
ポロサケ
210㎡

● ホテル阿寒湖荘  
客室 97室 407名

貸室
大宴会場 小宴会場
154畳 20～21畳/2室

● 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香  
客室 95室 412名

貸室
小宴会場
80席
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①歓迎ツールの設置・貸与　～参加者を温かくお迎えする各種歓迎ツールを掲示・貸与いたします。

③市長対応・報道機関ＰＲの協力
　 ・釧路市長のウエルカムメッセージ・出席対応
　 ・地元報道機関に向けた周知要請
　 ・地元FM局による番組出演　

２．開催中のご支援

３．コンベンション開催支援
補助金制度について

Meeting Incentive Convention Exhibition
支援サービスのご紹介

釧路市では、市内施設において開催される大会・会議等を歓迎し、その運営を支援するため、
サポートツールを提供しております。
規模・会場等による条件がございますので、詳細はお問い合わせ下さい。

１．準備時のご支援

②情報ツールの提供
　～事前準備に役立つ情報ツールを提供いたします。

④ＭＩＣＥ関連事業者の紹介・手配
　 ～舞台製作・音響・ＭＣ・印刷・広告・仕出しなど、地元施設に精通した業者を紹介いたします。

③アトラクション・アフターＭＩＣＥの提案・紹介
　 ～郷土芸能・地元講演者の紹介や、地域の特色を活かしたツアー商品を提案いたします。　

・会議場施設、公共施設資料
・観光パンフレット（外国語可）
・観光画像、DVD映像　など

①事前視察の受入
　～会議場・宿泊施設の下見等、事前視察の調整を行います。

②コンベンションバッグの提供
　～釧路市の自然、風景をあしらった

特製バッグ（2種類）を有料で提供いたします。
　 ・大（h45cm×W32cm×D11cm）
　 ・小（h35cm×W28cm×D7cm）

［掲示場所］会場周辺
のぼり コンベンションバッグポスター（大会名入/縦・横版）

［掲示場所］会場・空港・駅・観光施設 ［掲示場所］会場内
ロールスクリーン

Meeting Incentive Convention Exhibition
スポーツ施設

湿原の風アリーナ釧路

〒085-0064  釧路市広里18番地　
Tel:0154-38-9800

●JR釧路駅から7km/車20分
●釧路空港から車30分
●駐 車 場／411台
●休 館 日／12月31日～1月3日・第3水曜日
●利用時間／９：００～２２：００

メインアリーナ

釧路市大規模運動公園

〒085-0064  釧路市広里　
Tel:0154-31-1230（釧路市スポーツ振興財団）

●JR釧路駅から7km/車20分

野球場や陸上競技場などの野外スポーツ施設を中心とした釧路圏域の拠点となる
大規模スポーツ公園。

・湿原の風アリーナ釧路
・市民球場及び附属球場、屋内練習場
・市民ソフトボール場
・市民陸上競技場及び附属競技場
・市民サッカー場
・市民テニスコート
・市民ゲートボール場など

ウインタースポーツ
釧路アイスアリーナ Tel：0154-54-2345
●JR釧路駅から7km/車20分　●利用期間／7月～3月

春採アイスアリーナ Tel：0154-46-5115
●JR釧路駅より3km/車10分　●利用期間／8月1日～5月31日

柳町スピードスケート場 Tel：0154-22-3876
●JR釧路駅より2.5km/車6分　●利用期間／11月～3月15日

FIS公認国設阿寒湖畔スキー場「ウタラ」 Tel：0154-67-2881
●JR釧路駅より75km/車90分　●利用期間／12月上旬～4月上旬

 Tel：0154-25-4592
●JR釧路駅より2.5km/車6分　●利用期間／6月～3月

ゴルフコース
釧路カントリークラブ Tel：0154-65-2331
●JR釧路駅より25km/車40分　●利用期間／4月～11月

阿寒カントリ―クラブ Tel：0154-66-3833
●JR釧路駅より31km/車50分　●利用期間／4月～11月

釧路空港ゴルフクラブ Tel：01547-5-3131
●JR釧路駅より22km/車35分　●利用期間／4月～11月

釧路風林カントリークラブ Tel：0154-65-2121
●JR釧路駅より25km/車40分　●利用期間／4月～11月

新釧路ゴルフ倶楽部 Tel：0153-56-2141
●JR釧路駅より35km/車45分　●利用期間／4月～11月

MOO・多目的アリーナ（軽スポーツ） Tel：0154-23-8281
●JR釧路駅より1km/車5分　●休館日／12月29日～1月3日

その他
鳥取ドーム（全天候型コート） Tel：0154-53-5125
●JR釧路駅より6.5km/車20分　●休館日／12月29日～1月3日

④物産販売・観光案内コーナーの設置
　～釧路選りすぐりのお土産販売ブースや、観光情報を
　　ご案内する臨時インフォメーションを設置いたします。

⑤その他
　 ・観光施設割引パスポートの販売

　釧路市では国際大会・全国大会における補助金制度が
ございます。
　その他、限度額内において、アトラクションやエクスカーショ
ンの開催補助、交通の補助、印刷の補助などがございます。
　いずれも各種諸条件がございますので、詳細をご希望の
方はお問い合わせください。 ※参加者には展示会場等の一般来場者は除く

一人当たり
単価

500円（国内参加者）
5,000円（国外参加者）

100万円

日本を含む2ヵ国以上
外国人10名以上

500円

100万円

市内宿泊
50名以上

限度額

補助条件

区分 全国大会国際大会KKS釧路厚生社アイスアリーナ
（柳町アイスホッケー場）

湿原の風アリーナ釧路
施設名 面　積 収容人数 備　考

1.2階

メインアリーナ 2,806.㎡ 3,016名 固定1,416席
サブアリーナ 874㎡ 固定100席
多目的室 604㎡
会議室 202.3㎡ 120名 3分割可

※その他、トレーニングルーム、ランニングコース、クライミングウォールなど。
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■観光案内所

わっとわっと

■観光案内所■観光案内所

道東経済センタービル
［釧路商工会議所］
道東経済センタービル
［釧路商工会議所］

幸町緑地

観光案内所

末広町
（飲食店街）
末広町

（飲食店街）

北

大

通

■

 釧路市生涯学習センター
（まなぼっと幣舞）
 釧路市生涯学習センター

（まなぼっと幣舞）

駅前バスターミナル

交流プラザさいわい交流プラザさいわい
釧路市役所
防災庁舎
●

●
釧路市役所
本庁舎

［（一社）釧路観光コンベンション協会］

耐震・旅客船ターミナル

久
寿
里
橋

（釧路市中央図書館）（釧路市中央図書館）

19

20
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釧路アイスアリーナ

コーチャンフォー釧路文化ホール

釧路駅

釧路市観光国際交流センター

KKS釧路厚生社アイスアリーナ

湿原の風アリーナ釧路
孝仁会記念病院

労災病院

赤十字病院

釧路総合振興局
市立病院

釧路市立博物館

福司

教育大釧路校

柳町スピードスケート場

春採アイスアリーナ釧路市生涯学習センター
（まなぼっと幣舞）

釧路市大規模運動公園

釧路短大

MAP

至
阿
寒・弟
子
屈

西消防署阿寒湖温泉支署

阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所
観光インフォメーションセンター

阿寒湖畔エコミュージアムセンター

阿寒観光汽船
（遊覧船乗場）

啄木歌碑
チュウルイ島

阿寒湖

阿寒湖バス
ターミナル

道立阿寒湖畔診療所

阿寒湖
義務教育学校

阿寒湖畔キャンプ場

ボッケ園地
マリモの唄歌碑

阿寒湖畔トレーニングセンター
※プール併設

阿寒湖まりむ館

国設阿寒湖畔スキー場「ウタラ」

アイヌコタン

阿寒湖のマリモ展示観察センター

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」

至
北
見・足
寄

AKAN LAKE SIDE

MAP阿寒湖畔周辺地図

KUSHIRO DOWNTOWNMAP釧路市中心市街地図
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駐車場
病院
警察署（X：交番）
銀行
会議場

①～⑳ 宿泊施設
　（5ページ参照）

空港連絡バス
停留所

Meeting Incentive Convention Exhibition
KUSHIRO CITY

釧路市広域地図

Meeting Incentive Convention Exhibition

38

38 44



たんちょう釧路空港

●炭鉱展示館

●
コールマイン

●広域連合清掃工場

●王子マテリア

湿原道路

拡大図10P

阿寒湖畔
スケートリンク

阿寒湖まりむ館
阿寒湖温泉

阿寒湖

太 平 洋

釧路高専●

新釧路GC

阿寒摩周国立公園

赤いベレー

×
××

KUSHIRO
CITY

釧路圏域地図
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■釧路からの主要観光地距離・所要時間

釧路
から 23㎞

40分
16㎞
30分

23㎞
33分

87㎞
１時間30分

90㎞
１時間35分

106㎞
１時間48分

89㎞
１時間30分

146㎞
２時間40分

134㎞
２時間20分

176㎞
３時間20分

釧路
空港

野付
半島

川湯
温泉

釧路市
湿 原
展望台

細 岡
展望台

霧多布
湿 原

納沙布
岬摩周湖 美幌峠 知 床

ウトロ

Meeting Incentive Convention Exhibition

３つの国立公園紹介
豊かな自然環境に恵まれる東北海道は、圏域に3ヶ所の国立公園が指定
され、そのうち2ヶ所は釧路市を含む域内に整備されています。
山林、河川、湖沼など原生の姿そのものの美しい景観と、カヌーや乗馬、
登山など様々なアクティビティーのフィールドが、地域住民や旅行者へ
提供されております。また、良質な泉質を誇る温泉も点在し、癒しと潤
いにあふれる空間です。

北海道の東北端に位置し、長さ約70km、幅約25kmの細長い知床半島を中心として、
1964年に指定された面積38,636ha（陸域）の自然公園です。険しい火山連峰と深い
原生林、海食崖の豪壮な海岸が、原始的な景観と人間を寄せ付けない手つかずの
自然を守り続けています。
ヒグマ、エゾシカなどの他、シマフクロウ、クマゲラ、オジロワシなどの野生鳥獣が多
く生息し、海域ではトド、アザラシなども見られ、海岸、河川、森林、高山など、多彩な
生物相がひとつの地域にまとまっていることが特徴です。
2005年7月には、北海道で初めて、国内では３ヶ所目の世界自然遺産に登録されま
した。

1987年に国立公園へ指定された釧路湿原は、約6,000年前には海水に覆われており、
現在の湿原の原型へ至った時期は、およそ3,000年前と言われています。
１市３町村に跨る日本最大の湿原は220.7㎢、公園指定地域は287.8㎢に及びます。
絶滅の危機に瀕する特別天然記念物タンチョウやシマフクロウなど、約2,000種に
のぼる貴重な動植物の生息域を形成し、「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」登録湿地※へ国内で最初に選ばれ、国際的に
も高く評価されています。　※国内52ヶ所の登録地のうち、7ヶ所が東北海道に存在。

釧
路
湿
原

　
　国
立
公
園

戦前に指定された12国立公園のひとつとして、道内では大雪山とともに1934年に
指定され、千島火山帯の活動によってできた阿寒・屈斜路・摩周、３つのカルデラ地
形を基盤とした、火山と森と湖が織りなす豊かな原始的景観を有する公園です。
特別天然記念物マリモを育む阿寒湖、国内最大のカルデラ湖である屈斜路湖、世界
有数の透明度を誇る摩周湖に加え、大小様々な湖沼群や噴煙を上げる硫黄山など
の見所にあふれ、周辺には豊富な湯量を誇る温泉街が立地しています。

阿
寒
摩
周

      

国
立
公
園

知
床
国
立
公
園

浦幌IC

白糠IC 庶路IC

阿寒IC

釧路西IC

釧路中央IC
釧路別保
IC釧路東IC

北 海 道 横
断 自 動 車 道



釧路inAfter MICE

釧路市中心部や釧路湿原で・・・

コース

釧路歴史散策〔通年可〕釧路歴史散策〔通年可〕

釧路市観光国際交流センター → 釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯ岸壁 → 幣舞橋 → 出世坂 →
→ 幣舞公園 → 港文館 → 釧路市観光国際交流センター

コース

釧路市湿原展望台木道散策＆館内案内〔通年可〕釧路市湿原展望台木道散策＆館内案内〔通年可〕

釧路市湿原展望台 → 木道散策 → サテライト展望台 → 釧路市湿原展望台館内案内

釧路inAfter MICE北海道東部に位置する釧路市は、釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園、２つの国立公園を有する自然豊かな都市です。
市の中心部は漁港も近く、１年を通して新鮮な魚介類をお楽しみいただくことができます。
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２つの国立公園で過ごすプレ／ポストツアー（アフターＭＩＣＥ）のご紹介

蕎麦
クロレラを練りこんだ緑色が特徴の釧
路の蕎麦。

釧路ラーメン
あっさりスープに極細の麺が釧路風。

寿司
港町ならではの新鮮なネタを存分に！

ザンギ
鶏のから揚げを北海道では「ザンギ」。
特製ソースをつけていただくのが元祖
釧路ザンギ。

炉端焼き
釧路が発祥の地。炭火であぶった魚貝
類の旨さは格別です。

福司酒造
創業102年の地酒。釧路湿原の下を流
れる伏流水を使用し、端麗な飲み口が
人気です。

わかさぎ
阿寒湖名産ワカサギは天ぷらでも良し、
つくだ煮でも良し。

レイクロブスター
ウチダザリガニのこと。カニに似た上品
な味わいと殻からとる濃厚なスープが
特徴。

釧路のグルメ紹介

⑦ アウトドア体験 
釧路湿原に代表される手つかずの自然に恵まれた釧路では、様々な
アクティビティを体験できます。釧路川のカヌー、釧路湿原のトレッキ
ング、ホーストレッキングなど、一年を通して楽しむことができます。

⑨ 釧路市立博物館
市中の湖、春採湖を見下ろす高台に、タンチョウが羽を広げた様子
をモチーフにした外観が目を引く建物は郷土の建築家毛綱毅曠氏
によるものです。釧路の歴史、地理、産業、風土など、釧路の全てを
充実の展示から理解できます。

③ 幣舞橋
世界三大夕日の一つと言われる釧路の夕日ウォッチングのベストスポ
ット。橋上の四季のブロンズ像と霧や夕日が異国情緒を演出します。
又、年間を通して様 な々テーマカラーでライトアップされています。

モデルコース釧路

① 釧路フィッシャーマンズワーフMOO 
中心部に位置する観光施設。鮮魚や銘菓など土産店の他、観光案
内所、屋台風の居酒屋「港の屋台」があります。港町風情いっぱい
の「岸壁炉ばた」（夏季営業）も人気です。

② 釧路和商市場＆勝手丼
北海道三大市場の一つと言われ、旬の海産物がずらりと並ぶ港町釧
路を代表する市場です。観光客に人気の「勝手丼」はその名の通り、
好きな刺身を好きなだけ載せて自分だけのオリジナル海鮮丼をつくる
ものです。

④ 釧路市湿原展望台 
日本最大の湿原、釧路湿原を代表する展望台は、湿原に群生する
ヤチボウズをモチーフにしたユニークな外観。隣接する木道上にある

「サテライト展望台」はまさに息をのむ絶景を望めます。

⑥ 釧路市動物園
国内で唯一飼育されるシマフクロウをはじめ、ヒグマ、オオワシなど
北海道ならではの動物を観察できる北海道ゾーンが特徴です。
ハンディキャップを感じさせないアムールトラのココア、遊び上手な
シロクマのミルクには全国からファンが訪れます。

⑧ 太平洋炭礦炭鉱展示館
釧路市では現在も採鉱を続けています。旧太平洋炭鉱の歴史や坑
内の様子を展示。採鉱に使用する機器、作業場が再現され坑内の
雰囲気を体感できます。

⑨ アイヌ文化体験
阿寒湖畔アインコタンでは、アイヌ刺繍、工芸木彫り、ムックリ制作、
アイヌ料理等、生きたアイヌ文化を体験できます。又、アイヌ古式舞踊
見学と組み合わせることも可能です。

⑥ ネイチャーアクティビティ
阿寒湖では登山以外にも一年を通して、湖でのフライフィッシング、
阿寒の森のトレッキング、サイクリング、阿寒川リバーウォーク等、自然
を感じ、自然と遊び、自然を学ぶアクティビティを体験できます。

⑧ Kamuy Lumina
国立公園では世界初となるエンタテインメント。阿寒の夜の森を散策
しながら光と音、プロジェクションマッピングで幻想的に再現された
アイヌの物語の世界を体感します。

① マリモ 
1952年、特別天然記念物に指定。世界に点在するマリモの起原は、
阿寒湖という説が有力です。又、完全な球形で群生するのは、世界で
も阿寒湖だけです。

豊かな資源あふれる阿寒湖温泉で…

春～秋
コース

のんびりコースのんびりコース
釧路市中心部 → 釧路市湿原展望台 → 道の駅「阿寒丹頂の里」（阿寒国際ツルセンター他） →
→ 阿寒湖遊覧船 → Kamuy Lumina → アイヌシアター「イコロ」 → 阿寒湖温泉（泊） → 阿寒湖自然体験

冬
コース

２つの国立公園を巡るコース２つの国立公園を巡るコース
釧路市中心部 → 釧路市湿原展望台 → 道の駅「阿寒丹頂の里」（阿寒国際ツルセンター他） →
→ アイスランド阿寒体験 → アイヌシアター「イコロ」 → 阿寒湖泊 → モーニングウォーク

モデルコース阿寒

※阿寒国際ツルセンターはガイド付き。

② 阿寒湖遊覧船
特別天然記念物のマリモも観察できる1周約85分のクルーズです。
景勝地「滝口」をめぐり、その後はチュウルイ島に上陸し、「マリモ展
示観察センター」でマリモを観察。マリモの姿や生態を知る貴重な機
会です。

⑤ 特別天然記念物「タンチョウ」
絶滅寸前だったタンチョウは人口給餌も含めて大切に保護され、現在
では１８００羽ほど釧路湿原を中心に生息しています。阿寒国際ツルセ
ンターでは冬期間、野生のタンチョウ観察を、丹頂鶴自然公園では一年
を通して自然に近い環境下でのタンチョウを観察できます。

⑦ ボッケ 
阿寒湖畔エコミュージアムセンター横から続く「ボッケ自然探勝路」を
15分ほど歩くと、「ボッケ」と呼ばれる場所に着きます。ボッケとはアイ
ヌ語で「煮え立つ」という意味で、ここでは地下から熱い泥が火山ガ
スとともに噴き出しています。

⑤ 登山（雌阿寒岳・雄阿寒岳）
雌阿寒岳（1499m）、雄阿寒岳（1371m）、ともに日本百名山。その
名前と姿とは逆に雌阿寒岳山頂にはダイナミックな火口の景観が、
雄阿寒岳の山頂付近には、高山植物の花畑が広がります。登山シ
ーズンは6月から10月。

④ 白湯山展望台（トレッキング） 
白湯山は阿寒湖温泉街の南側にある標高約950mの山。標高
815mにある展望台からの阿寒湖と雄阿寒岳は絶景です。夏季の
早朝は雲海に会えるチャンスも。

③ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」
日本初のアイヌ文化専用劇場としてオープン。祭具「イナウ」をモチー
フとした「アイヌ古式舞踊」、オイナ（叙事詩）を主題詩とした「阿寒ユー
カラ『火のカムイの詩』」、伝統舞踊とデジタルアートが融合した「阿寒
ユーカラ『ロストカムイ』」の3演目。古より続くアイヌ文化を感じられます。

少し足を延ばすと、特別天然記念物「マリモ」やアイヌ文化にふれられる阿寒湖温泉があります。
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コワーキングスペース

くしろフィス
●住　所：釧路市末広町11丁目1-10 
●時　間：10：00～19：00 （月~金）

10：00～18：00 （土日祝）
不定休

●利用料：コワーキング500円（～2時間）
 1,000円（2時間～）
 シェアオフィス 15,000円～／月 
 セミナーブース 1,000円 ／時

02

01

　日々の喧騒とストレスから解き放たれ、程よい都市環境と雄大な自然、

清々しい気候に抱かれ、普段とは異なる働き方を体験しませんか？

　お仕事は市街地のコワーキングスペースを利用し、週末は２つの国立公園が誘う、

カヌー、フィッシング、トレッキング、アウトドアアクティビティの魅力あふれるロケーションを満喫しましょう。

　アイヌの歴史・文化、住民とのふれあいなど、地域性を活かした体験も、新たな滞在価値を提供します。

Workat ion in  釧路

Coworking space

あかん湖鶴雅ウイングス（宿泊者限定） 
●住　所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6-10
●利用料：個室1,100円／時・5,500円／6時間
 ワーキングブース550円／時・2,750円／6時間
 ミーティングスペース6,600円／時・16,500円／6時間 


