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恋する灯台
http://romance-toudai.uminohi.jp
恋する灯台プロジェクト

恋する灯台ホームページ
http://romance-toudai.uminohi.jp

【このフライヤーに関するお問い合わせはこちら】
一般社団法人日本ロマンチスト協会　mail：toudai@japan-romance.com　URL ：http://romance-toudai.uminohi.jp/　URL ：http://japan-romance.com/

「地球環境や世界平和も大事ですが、 ロマ
ンチストという“大切な人を世界で一番幸
せにできる人”が増えると、夫婦環境や恋人
環境ばかりか、社会全体が豊かになるかも
しれない」、ということに気がついたトキメク
大人たちがはじめた秘密結社。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖
地」として本部を設置し、2008年5月より活
動を開始。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、
ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与
えてくれる海。そんな海で進行している環
境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ
全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げ
ていくため、日本財団、総合海洋政策本部、
国土交通省の旗振りのもと、オールジャパ
ンで推進するプロジェクト。

未来を照らす灯台が、
ふたりの道標になる。

埋もれていた「灯台」の文化や歴史的価値を可視化し、各地域の強力な観光資源とするために、灯台を
『恋する灯台』というロマンスの聖地として認定し再価値化する。『恋する灯台』というキーワードを軸に、
地域が主体になって盛り上げていく機運を高め、灯台への集客アップを図ります。
灯台を訪れることで、海へ関心をもつ人が増加することを最終目的として活動します。

どこまでも広がる青い空と海に、

気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、

大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

“人生の道標”のようであり、

“未来に進む勇気”を

与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、

灯台に行こう。

愛し合うふたりが、

未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、

恋するチカラを与えてくれる灯台を、

“恋する灯台”と呼んでみる。
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海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、

オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を

伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。
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神威岬灯台 （北海道）1

岩崎ノ鼻灯台 （富山県）2

禄剛埼灯台 （石川県）3

越前岬灯台 （福井県）4

爪木埼灯台 （静岡県）5

出雲日御碕灯台 （島根県）6

佐木島灯台 （広島県）7

足摺岬灯台 （高知県）8

釣島灯台 （愛媛県）9

細島灯台 （宮崎県）10

湯沸岬灯台 （北海道）1

尻屋埼灯台 （青森県）2

碁石埼灯台 （岩手県）3

入道埼灯台 （秋田県）4

鼠ケ関灯台 （山形県）5

安房埼灯台 （神奈川県）
城ヶ島灯台 （神奈川県）

6

能生港灯台 （新潟県）7

立石岬灯台 （福井県）8

余部埼灯台 （兵庫県）9

友ヶ島灯台 （和歌山県）10

六島灯台 （岡山県）11

大久野島灯台 （広島県）12

角島灯台 （山口県）13

蒲生田岬灯台 （徳島県）14

高松港玉藻防波堤灯台 （香川県）15

佐田岬灯台 （愛媛県）16

伊王島灯台 （長崎県）17

湯島灯台 （熊本県）18

鶴御埼灯台 （大分県）19

平久保崎灯台 （沖縄県）20

恋する灯台 2016

恋する灯台 2017
能取岬灯台 （北海道）1

鴛泊灯台 （北海道）2

艫作埼灯台 （青森県）3

陸中黒崎灯台 （岩手県）4

太東埼灯台 （千葉県）5

能登観音埼灯台 （石川県）6

大王埼灯台 （三重県）7

江埼灯台 （兵庫県）8

残波岬灯台 （沖縄県）9

恋する灯台 2019

鴎島灯台 （北海道）1

大須埼灯台 （宮城県）2

飯岡灯台 （千葉県）3

角田岬灯台 （新潟県）4

野間埼灯台 （愛知県）5

菅島灯台 （三重県）6

経ヶ岬灯台 （京都府）7

樫野埼灯台 （和歌山県）8

恋する灯台 2018

潮岬灯台 （和歌山県）

美保関灯台 （島根県）9

薩摩長崎鼻灯台 （鹿児島県）10

恋 灯台す
る

a b a s h i r i

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

どこまでも広がる青い空と海に、気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

人生の道標のようであり、未来に進む勇気を与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、灯台に行こう。

愛し合うふたりが、未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、恋するチカラを与えてくれる灯台を、

恋する灯台と呼んでみる。

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

能取岬灯台

恋す
る灯
台ホ
ーム
ペー
ジ

http
://ro

man
ce-t
oud
ai.um

inoh
i.jp



ABASHIRI
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オホーツク海に突き出た能取岬に立つ灯台。

白黒の帯をまとう八角形の形は、

江戸末期に来日したフランス人技師の影響が残るとされ、

歴史のロマンと異国情緒が漂う。

岬一帯はひらけた牧草地で、

夏には北海道らしい牧草ロールが点在する

のどかな風景を見せる。

そして冬の景色も魅力的だ。

水平線に広がる流氷、

雪化粧をまとう知床連山、青く静かな空。

その神秘的な美しさは、

恋に落ちたときのように見る人の心を奪うだろう。

流氷見物の特等席、
能取岬灯台

オホーツク海に突き出た能取岬に立つ灯台。

灯台が位置する能取岬は、一年を通じてオホーツク海の

パノラマと世界自然遺産知床の山々を望むことができ、

冬には流氷見物の特等席とも言われ、北海道を代表す

ると言っても過言ではない絶景をお楽しみいただけます。

八角形の洋風黒白灯台の能取岬灯台は、１９１７年の

初点灯以降、航海の安全を守り、そして観光名所として

網走市民だけではなく、国内外の観光客に愛されてきた

存在です。

白と黒の灯台が印象的な能
取岬。オホーツクブルーこと
オホーツク海を一望でき、東
側には知床連峰も。灯台の
先を指先でつまむようにした
り、灯台に寄りかかるように
して撮影するとトリックアート
写真も撮影できます。広々と
した能取岬で遠近法を使っ
たトリックアート写真に挑戦
してみよう！

能取岬灯台

二人でトリックアート写真を撮ろう！

絶景フォトフレームで写真を撮ろう！

天都山展望台•オホーツク流
氷館には世界自然遺産知床
からオホーツク海をバックに
撮影できる絶景フォトフレー
ムがあります。流氷シーズン
には流氷をバックに、桜の
シーズンには桜をバックに、
紅葉のシーズンには色鮮や
かな木々をバックに。
ここでしか取れない写真を
二人旅の思い出にぜひ。

オホーツク流氷館
絶景フォトフレーム

0152-43-5951
5月～10月　8：30～18：00
11月～4月　9：00～16：30
年末年始　　10：00～15：00

住所

電話番号
営業時間

定休日 なし

北海道網走市字天都山244-3

二人で美味しいプリンを食べよう！

オホーツク海が一望できる
天都山の山麓にあるケーキ
ショップ。地元網走産の素材
などを積極的に使用し、厳選
したこだわりの原料で作るス
イーツが人気のお店。
網走プリンは、網走産の低温
殺菌牛乳に、北海道産生み
たて卵などを使用したなめ
らかプリン。とろ～りとろけ
るような口どけの絶品プリン
はいかがでしょうか？

風花　
網走プリン

二人で広大なひまわり畑を散策しよう！

大曲湖畔園地には約14ha
もの面積に約260万本のひ
まわりが咲く日本最大級のひ
まわり畑があります。ひまわり
畑には真ん中に通路があり
360度見渡す限りのひまわり
を堪能できます。
通路を歩いていると、あまりに
も広大で綺麗なひまわりに
ウェディングロードが頭をよ
ぎるかも？

大曲湖畔園地　
ひまわり畑

二人でピザ作り体験をしてみよう！

国定公園内にある網走市を
中心に、いろいろな体験や、
ツアーを提供し、オホーツク
の魅力を発信する拠点施設
「Connectrip」が開設！ガイ
ドと一緒に雄大な畑を散策
し、ピザ窯で手作りのピザを
焼いて食べられるツアー。
二人で作ったピザの味は格
別なはず！

Connectrip
ピザ作り体験

廃蛍光灯リサイクルガラスが
原料の手作りガラス工房。手
作りガラス製品「エコピリカ」
のほか、海側に設置したライ
ブカメラでは、オホーツク海
が一望でき、流氷や砕氷観
光船おーろらの発着が自由
に見ることができます。吹き
ガラス体験をして二人だけ
のオリジナルガラス作品を制
作しよう！

流氷硝子館
吹きガラス体験

二人で吹きガラス体験をしてみよう！

40年以上のクジラ魚歴を持
つ船長が舵を操り、オホーツ
ク海を網走沖約37キロメー
トル付近までの範囲内を運
航。クジラやイルカ、ウミドリ
などを探して観察するだけ
ではなく、ガイドによって豊
かなオホーツクの知識を学
ぶことができる。この大自然
の芸術を楽しむプレミアム
なクルーズで二人の距離も
グッと縮まる！？

ネイチャークルーズ

二人で可愛い野生のイルカを見に行こう！

旬の野菜や果物を使ったジ
ェラートが味わえるお店。素
材の味を活かすため卵は使
わず、60％以上を網走産の
牛乳のみを使用するという
こだわりぶり。
2017年にイタリアで開催さ
れた「ジェラート国際大会」
で見事世界一に輝きました。
種類が豊富なフレーバーを
二人でシェアしよう！

Rimo
ジェラート

二人で世界一のジェラートをシェアしよう！

日本から1000km離れたア
ムール川から注ぐ淡水が氷
結し、風に押し流されて成長
しながら南下してオホーツク
海沿岸を覆う流氷。
その神秘的な姿が間近で見
られるのがこの流氷観光砕
氷船おーろら。悠然と飛び回
るオジロワシ、流氷の上での
んびりと昼寝するアザラシに
出会えるかも！？

流氷観光砕氷船
おーろら

二人で流氷を間近で体感しよう！

網走湖が凍結する1月上旬
から3月中旬まで、湖上にて
チャレンジできるワカサギ
釣り。
テントをレンタルすれば、
二人きりの空間の出来上が
り！釣りたてのわかさぎを天
ぷらにして食べれば、二人
の気持ちも熱々に♡

網走湖
わかさぎ釣り

凍った湖の上でわかさぎを釣ろう！

0152-43-3480
住所

電話番号
営業時間 10：00～17：00
定休日 毎週水曜日　場合によって不定休

北海道網走市南4条東6丁目

0152-48-2006
住所

電話番号
営業時間 10：00～19：00
定休日 水曜日（祝祭日時は翌日）

北海道網走市字呼人121-7

網走市観光課 0152-44-6111（内線：303）
住所

電話番号
営業時間 トイレ：4月中旬～10月8：00～17：00　12月下旬～3月9：00～17：00
定休日 ※悪天候・注意報・警報などの発令日はお避け下さい

北海道網走市字美岬 住所

電話番号
営業時間

定休日

0152-48-3053
住所

電話番号
営業時間 10:00 ～ 17:15 (夏季最長)10:00 ～ 16:00 (冬季最短)
定休日 不定休(冬季は水曜日定休）

北海道網走市字呼人418

0152-43-6000
住所

電話番号
営業時間 1月20日～4月3日　1月・3月1日4便運航　2月1日5便運航
定休日 風速、波の状況により欠航あり

北海道網走市南3条東4丁目5-1

0152-44-5849
住所

電話番号
営業時間 4月下旬～10月　午前午後の2便運航
定休日 風速、波の状況により欠航あり

北海道網走市南3条東4丁目5-1

050-1099-3708
住所

電話番号
営業時間 9：00～16：00
定休日 時期により定休日の変動があります。要確認

北海道網走市字呼人812-2

網走市観光協会 0152-44-5849
住所

電話番号
営業時間 1月上旬～3月中旬　8：30～16：00
定休日 悪天候・注意報・警報などの発令日はお避け下さい

北海道網走市字呼人823-2

網走市観光課 0152-44-6111（内線：303）

なし
（ひまわりの見頃）
7月中旬～下旬　9：00～17：00
9月下旬～10月上旬　9：00～17：00

北海道網走市字三眺

能
取 岬 灯 台
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恋する灯台へ行こう
！
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