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開運五ウン精

当麻の開運スポットに出現するという「五ウン精」は、訪れた人に当麻の恵みから得た開運パワーを
授けてくれる妖精。当麻の名所を回りながら、五ウン精を探してみてはいかがでしょうか。

開運スポットラリー開催中!
開運スポットを5つ巡って、ウン精と写真を撮ろう!写真を応募すると先着で
木製お守りをプレゼント!  〈応募フォーム〉http://tohma-love.com/larry
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良いとこいろいろ進化中。

とうまを遊ぼう。

北海道のほぼ中心に位置する当麻町は

  小さな里山から広がる森と花に包まれた自然豊かな街。

    いつ来ても変わらない景色が迎えてくれるのに

      いつも以前とはちょっと違うよろこびと出会えるのは

        この街がいつもどこかで新しいワクワクを育てているから。

          今日もまた「何か」始まっているかもしれません。

            どうぞ新しい当麻の魅力、見つけに来てください。
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「勝利ウン精」
当麻鐘乳洞

はるか１億5000万年前のジュラ紀から気の遠く
なるような時間をかけてつくられた石灰洞窟、それが
当麻鐘乳洞。発見当時は洞窟の形が２頭の龍が寄り添う
ように横たわって見えたことから「蝦夷蟠龍洞」と呼ばれ、
当麻蟠龍伝説もここから生まれました。北海道指定天然
記念物である当麻鐘乳洞。神秘の世界が広がります。

当麻町を歩いていると、所々で出逢う２頭の龍。これは
「蟠龍伝説」をモチーフにしたもの。雲の中から現れた２
頭の夫婦龍を先人たちが自分たちの守り神にし、この地
の発展を願ったといわれています。伝説では当麻鐘乳洞
（蝦夷蟠龍洞）は、龍神が休む所と語られています。

当麻鐘乳洞

蟠龍伝説

0166-84-3719TEL

□入場料/おとな：500円、こども（小・中学生）：300円、幼児無料
□営業時間/9：00～17：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

FREE Wi-Fi SPOT

多彩な鍾乳石
◆世界的にも珍しい天井から同じ太さでパイプ状に連なった「鍾乳管」
◆天井からの水滴が高く伸びてタケノコ状になった「石筍」
◆つららと石と石筍がつながった「石柱」
◆天井・壁からしたたる石灰水が薄い膜状になった「カーテン」

こちらも1日1組限定ガイド付ツアーで、冬期間閉鎖し
ている鍾乳洞までスノーシューで約2㎞歩きこの地域な
らではのパウダースノーを体験して下さい。鍾乳洞に着
いたらヘッドライトの明かりのみで洞内を見学します。
帰りはスノーシューに慣れてきて走ったり駆け下りたり
して、楽しむことが出来ます。

http://www.densukesan.net/HP

※1月中旬～2月中旬の期間で日中に行い、約3時間のツアー
　となります。事前予約制となり、詳しい情報は当麻観光協会
　ＨＰでご確認ください。

洞窟ナイトツアー 夏

スノーシューで行く冬の鍾乳洞ツアー冬

T O H M A  L I M E S T O N E  C A V E
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1日1組限定のガイド付ツアーで鍾乳洞営業時間終了
後に道内の照明と音声を全て消してヘッドライトとラン
タンの明かりで鍾乳洞内を見学します。音と光が全くな
い空間で、神秘的に感じる人もいれば、冒険感覚で体
験する人も。1億5千万年分のパワーとロマンを体験し
てみては。（ヘッドライト、ヘルメットはご用意します。温
かい服装と歩きやすい靴でお越しください）

http://www.densukesan.net/HP

※完全予約制となり、予約については当麻観光協会ＨＰで
　ご確認ください。
※ツアーの所要時間は1時間程度

□期間/7月中旬～8月中旬　□体験時間/17：00～18：00
□料金/中学生以上2,000円、小学生以下1,000円



とうま山 くるみなの庭

お子さまと一緒でも15分程
度、気軽にのぼることができ
ます。頂上の展望台から広が
る360度のパノラマ風景は絶
景の一言。当麻町はもちろん
旭川市内、大雪山連峰を一望
でき、満足感いっぱい。

とうま山をぐるりとめぐる全長3㎞のフットパス。自然の樹木に直接触れられ
る「木育」の場として2015年秋にオープンした新しい体験スポットです。歩
きはじめると木の香りや鳥のさえずりが身体を包み込み、さわやかな気持ち
に。時間や季節によって移り変
わる森の表情も魅力です。

とうまやまっぷ

自然豊かなとうま山のまっぷを季節ごとに分けて作りました。当麻山に生息する動物や植物の生態系をイラス
トで紹介しながら、季節ごとの見どころを紹介しています。（センターハウス他各施設に置いています。）

□利用時間/
　5：00～
　日没まで

くるみなの散歩道

訪れるたびに違った花が咲き誇り、何度も足を運びたくなるガーデン施設。約7,700
株、100種類以上の花や「土のトンネル」や「グラス迷路」など地形を活かした遊具
がありお子さんが元気に走り回れる場所となっています。また、好きな花を摘んで
持って帰って家に飾ることも出来ます。毎月1、2回週末にイベントを開催しており、
水鉄砲バトルや子ども縁日、ツリークライミングなどお子さんが楽しめるような催し
の他、農産物や木工、織物、陶芸などの作品販売もしています。イベント情報はくる
みなの庭フェイスブックでご確認下さい。

□入場無料　□利用時間/9：00～17：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業
080-1979-8137TEL FREE Wi-Fi SPOT

K U R U M I N A
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「健康ウン精」
くるみなの散歩道

「子宝ウン精」
くるみなの庭

「恋愛ウン精」
とうま山展望台

※犬の散歩も可。



フィールドアスレチック

広々とした敷地内に30ポイント以上が揃うアスレチッ
ク。遊び感覚で全身運動が楽しめます。お子さんと一緒
に汗を流すも良し、成長をじっと見守るも良し。家族でア
ウトドアレジャーを楽しむのに最適です。

0166-84-3163TEL

□入場料/おとな：500円、こども（小・中学生）：300円
□営業時間/9：00～17：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

パピヨンシャトー

日本だけでなく世界各地に生息している昆虫を見ることがで
きたら…そんな夢を叶えてくれる場所がここ。ずらりと並ぶ美
しい蝶や珍しい昆虫に囲まれていると図鑑か教科書のなかに
でも迷い込んでしまったような不思議な気持ちに。自然に包ま
れた町で自然に暮らす小さな命を知る貴重な体験をどうぞ。

お子さんだけじゃなく昆虫ファンにオススメなのがここ。世
界中の美しい蝶や珍しい昆虫の標本が1万点以上展示され
ています。昆虫の写真が展示された「フォトギャラリー」もあ
ります。中でもオススメなのが、生きた昆虫を飼育している
「生態観察室」です。日本では生息していないカブトムシや
クワガタがたくさん展示してあり、あのヘラクレスオオカブト
もいて、触ることができます（触れるのはコーナーにいるム
シのみ）。ＧＷは子ども向けミニイベント、8月11日はちびっ
子縁日を開催。売店コーナーには昆虫グッズや飼育用品等
の販売や期間限定でくじ引きを行っています。

0166-84-2001TEL

□入場料/おとな：500円、こども（小・中学生）：300円、幼児無料
□営業時間/9：00～17：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

A C T I V I T YP A P I L L O N  C H A T E A U
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キャンプ場

とうま山の麓にあるキャンプ場。炊事場やトイレを完
備しバーベキューハウスもあり家族だけでなく団体
での利用もオススメ。徒歩5分のところに温浴施設
ヘルシーシャトーもあり、テントサイトは林間エリアと
なっており木々に囲まれて過ごすことが出来ます。
さらに、今当麻のキャンプ場のイチオシはハンモック
泊です。昨年からハンモックのレンタルを開始しまし
た。ハンモックに揺られながらゆっくりとした時間を
過ごすのは格別です！もちろん持ち込みも利用可能
です。

□コテージ（1棟）
□ログハウス（1棟）
□テント持込（1張）
□毛布・マット（各）
□タープ持込み
□タープ一体型テント
□バーベキューハウス（1棟1団体1時間）
□ハンモックレンタル宿泊
□ハンモック持ち込み宿泊
□ハンモックレンタル日帰り
□ハンモック持ち込み日帰り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

・・・・・・・・・・・・・・500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料

□営業/4月下旬～10月下旬、冬季休業
　チェックイン15：00～、チェックアウト ～12：00

0166-84-3163TEL

スノーキャンプ

0166-56-9020TEL□料金/3張まで3,000円　□期間/1月中旬～3月中旬（積雪によって変動あり）

当麻のキャンプ場は冬でもオープンしています。巷でジワジワと人気が出てきているスノーキャンプが当麻町
でも利用できるようになりました。テントサイトのみのご利用となりますが、未経験の方は一度経験してみては。
※事前予約が必要となります。

C A M P
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とうま山スキー場

緑豊かなとうま山も、冬季は１基のロープリフトを無料で運行するゲレンデに早変わり。ボブスレー専用コース
もあり。

0166-84-2698TEL□営業/10：00～16：00（12月下旬～3月上旬）　□住所/当麻町市街6区

フィールドボール

老若男女誰もが楽しめるのがこちら。ゴルフをさらに手
軽に改良したオリジナルスポーツです。貸しクラブ、
ボールが用意されているので手ぶらで来てもOKです。

0166-84-2587TEL

□使用料（1ラウンド）/おとな：300円、こども（小・中学生）：200円
□クラブ・ボール貸出/各100円
□営業時間/9：00～17：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

とうま山パークゴルフ場

4コース36ホールは、戦略性に富んだ森林コースと、開
放感あるフラットなコースからなり、初心者から上級者ま
で楽しめます。

0166-84-3900TEL

□プレー料（1日券）/おとな：500円、こども（小・中学生）：200円
□クラブ・ボール貸出/200円
□営業時間/8：00～18：00（4～8月）、 8：00～17：00（9～10月）、
　冬季休業　□住所/当麻町6条西4丁目

スノーシューレンタル＆スノーシューツアー

とうま山冬のアクティビティとして人気のスノーシュー体験。昨年からとうま山内を自由に散策出来るようにな
り、自分の行きたい所へ散策出来るようになりました（スキー場コース除く）。とうま山頂上へは３０分前後で登
れますので、スノーシュー未経験者の方でも安全に登れます。また、ガイド付のスノーシューツアーも受け付け
ており ご希望があればとうま山以外の場所でもガイド可能です。

0166-56-9020TEL

〈スノーシューレンタル〉
□期間/1月中旬～3月初旬（積雪量により変更有）
□貸出時間/10:00～16:00（16:00までに返却）
　フィールドボール場クラブハウス
□料金/1組500円（スノーシュー・ポール） ※足のサイズ21cm以上

0166-56-9020TEL

〈当麻山スノーシューツアー〉
□期間/ 2020年2月1日（土）～ 3月初旬（積雪量により変更有）
□体験時間/10:00～14:00（最終発14:00・応相談）
　フィールドボール場クラブハウス
□料金/１～8名まで1組3,000円（スノーシューレンタル料は別途）

グリーンヒル運動場

テニスコート

野球場

0166-84-3163TEL

□使用料（1時間当たり・1コート）/500円
□ラケット・ボール貸出/100円
□夜間照明（1時間当たり）/300円
□営業時間/9：00～21：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

0166-84-3163TEL

□使用料（1時間当たり）/半面：900円、全面：1,800円
□夜間照明（1時間当たり）/1,000円
□営業時間/6：00～21：00（4月下旬～10月下旬）、冬季休業

0166-84-3163TEL

□使用料（1時間当たり）/1,500円
□営業時間/6：00～日没まで（4月下旬～10月下旬）、
　冬季休業

※事前予約が必要となります。※ツアーの所要時間は1.5時間～
2時間となります。※ホットドリンク付き

S N O W  A C T I V I T Y A C T I V I T Y
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□入場無料　□利用時間/10：00～17：00、年末年始12月29日～1月5日休業
0166-84-2882TEL FREE Wi-Fi SPOT

町産木材で建てられた「木育」がテーマの施設。柱や床、おもちゃにも木を使い、木の
感触やぬくもりを感じながら広場で自由に遊ぶことができます。また、展示販売も行っ
ておりわっぱ型の「もく木弁当」や「もく木寿司」が幅広い年齢層から人気です。木工
体験教室も行うことができます。スプーン・フォーク・お箸やイス製作など、極力ご要望
に合わせたものを提案させていただきます。事前電話予約が必須となります。
※複数人での参加をお願いします。

ヘルシーシャトー

思い切り遊んだあとは、心と身体を癒す大
きな湯船でのんびり。長万部二股ラジウム
温泉の天然石灰（湯の華）原石を使用して
本格的なラジウム泉質を再現しています。
湯冷めしにくく肌あたりがやわらかなお湯
が、1日の疲れを心地良く洗い流します。
全身浴をはじめ、気泡浴・圧注浴・うたせ
湯・サウナなど、たくさんの湯を楽しめるの
も魅力です。

保養と健康増進の拠点として、また憩いと交流の場として親しまれる大浴場。アス
レチック・キャンプ場から徒歩圏内に立地しており、町民だけでなく観光客にも人気。
当麻めぐりの締めくくりに、自信を持っておすすめします。

0166-58-8112TEL

□入場料/おとな：（1回券）500円・（回数券11枚）5,000円、小・中学生：（1回券）300円・
　（回数券11枚）3,000円、幼児無料　□バスタオルレンタル/100円　□タオル販売/100円
□営業時間/10：00～22：00（入館は21時まで）

H E A L T H Y  C H A T E A UK U R U M I N A
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くるみなの木遊館

当麻店

KITA NO CHUBOU ◆おすすめランチ
◆天　丼
◆カツ丼
◆カツカレー
◆ハンバーグセット

◆とんかつ定食
◆豚しょうが焼定食
◆ラーメン各種
◆そば各種
◆パスタ　他

お 食 事

◆ビール
◆日本酒
◆ワイン

◆焼　酎
◆ウイスキー

◆ソフトドリンク　他
ドリンク

おいしいメニューが
たくさん!!



でんすけすいか
ピュアゼリー

でんすけすいか
ようかん

でんすけさん家の
サイダー

道の駅
と う ま
Toma

でんすけさんの家

オリジナルグッズ 龍乃泉ライスモルトディップ

御食事処

0166-58-8639TEL

□営業時間/9：00～18：00
□住所/当麻町宇園別2区（国道39号沿い）

FREE Wi-Fi SPOT

四季折々の当麻町の特産品を販売している当麻町物産館はお土
産選びに最適。実用品からユニークなアイデア商品まで、多彩な
でんすけすいかグッズも揃います。ここでしか味わえないスイカ味
のソフトクリームも忘れずにチェック。

◆冷たいそば：もり・ざる・おろし・納豆・冷やしたぬき
◆温かいそば：かけ・玉子とじ・かしわ・親子・醤油ラーメン
◆ごはんもの：かつ丼・鶏親子丼
◆ランチセット：かつ丼セット・鶏親子丼セット

※ほんの一例です。メニュー

□営業時間/11：00～19：00（木曜定休）

道の駅とうまと直結した御食事処

でんすけすいか

日持ちが良く、紅赤果肉で抜群の甘味。当麻自慢
の真っ黒なスイカ。『シャリッ』とした食感と贅沢な
甘味がつまっています。羊羹やゼリー、手ぬぐいな
ど関連グッズも人気です。

栽培条件を統一し、丹精込めて
育てるブランド米。堆肥と有機質
肥料を使って栽培する安全でク
リーンな品質も人気の理由です。

バラ

ジンギスカン

0166-84-2325TEL□当麻町商工会

当麻町の美食スポットの情報が満載された小冊子
が、当麻町商工会発行の「ひるとうま よるとうま」。
ランチとディナーそれぞれのシーン別に美味しい
お店を紹介しています。マップは道の駅とうまのほ
か、町内各施設・店舗、JR旭川駅などで配布してい
ます。

山本精肉店
□営業時間/8：00～19：00（日曜、祝日は18：00）
□住所/当麻町4条南3丁目5-5

当麻町民のソウルフードともいえる山本精肉店で
しか買えない味付きジンギスカン。生姜の効いた
濃いめの味付けとなっています。お土産にもいい
ですし、当麻にキャン
プに来た時にも食べ
てみて下さい。

夏バラ日本一と評される当麻の夏バラ。国内外の
バラ品評会で数々の賞に輝いています。

当麻町自慢のお酒「龍乃泉」の酒粕と道産
米麹のもろみ粕を合わせて生まれた
『RICEMALTDIP（ライスモルトディップ）』。
蝦夷ノ富士醸造×高砂
酒造×当麻町(とうま振
興公社）のコラボ商品
で、カレーの隠し味や
卵かけご飯の醤油の代
わりなど様々な料理に
合います。

今摺米 〜いまずりまい〜

龍乃泉 〜りゅうのいずみ〜

日本酒の熟成に適した環
境である当麻鐘乳洞内
で、冬期間じっくり熟成さ
せた純米大吟醸酒。北海
道当麻町産酒造好適米
「彗星」を100%使った、
辛口でスッキリ、芳醇でま
ろやかな味わいの1本と
なっています。

ひるとうま よるとうま

G O U R M E T  &  M E M O R I E S
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至上川

至愛山渓温泉

石渡川

小沢ダム

鍾乳洞林道
通行期間7月～10月

峰越林道
通行期間7月～10月

国道39号

パピヨンシャトー

ヘルシー
シャトー

くるみなの
木遊館

くるみなの庭

くるみなの
散歩道

スポーツランド

道の駅 とうま
物産館「でんすけさんの家」

当麻ダム

当麻鐘乳洞

JRいかうし駅

とうま山
▲２９２．３m

開拓記念碑

公民館まとまーる・当麻町役場

当麻警察駐在所
セブン
イレブン

農村環境改善センター

旭川信金

北洋銀行

セイコーマート

テニスコート
ふれあい交流センター「輝き」

当麻町立診療所

武道館

ゲート
ボール場

当麻スポーツセンター

当麻小学校

当麻中学校

宇園別小学校

ローソン

将軍山
▲２３８．９m

親子山
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屏風山
▲３９６.９m

月形山
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当麻川

至愛別 IC

牛朱別川

小沢川

至旭川

至旭山動物園
道道愛別当麻旭川線

愛別町

CV

CV

GS

BK

BK GS

CV GSGS

JR当麻駅

「勝利ウン精」
当麻鐘乳洞

「子宝ウン精」
くるみなの庭

「健康ウン精」
くるみなの散歩道

「恋愛ウン精」
とうま山展望台

グリーンヒル
運動場

屯田開拓公園

とうま山
パーク
ゴルフ場

フィールドボール
クラブハウス

テニス
コート

多目的コート

野球場

フィールド
ボール場

フィールド
アスレチック

くるみなの庭

とうま山展望台

町木の森
(イチイ)

至当麻ダム

ヘルシーシャトー

保健福祉センター

とうまスポーツランド
センターハウス

２９２．３m

とうま山スキー場

　当麻世界の昆虫館
「パピヨンシャトー」

ボブスレーコース

スキー場ロッジ

駐車場

SPORTS LAND MAP

グリーンリーフ当麻パークゴルフ場（冬季）

キャンプ場
WC

WC

WC

ログハウス くるみなの森

コテージ

WC

WC

総合
グラウンド

A

C
B

D

く
る
み
な
の
散
歩
道

旭川
空港

Asahikawa
Airport

旭川
Asahikawa

旭川
北I.C

当麻
鐘乳洞
Tohma
Limestone 
Cave

当麻町札 幌
Asahikawa
Kita IC Tohma TownSapporo

車
Car

JR
Train

バス
Bus

133㎞/約90分

16㎞
約30分

17㎞
約30分

20㎞
約30分

10㎞
約15分

約45
分

約30
分

当麻の魅力をぐるっとお得に！
The best way to enjoy exploring Tohma!

観 光共通券
Sightseeing Pass

●稚内
Wakkanai

Abashiri

Kushiro

Obihiro

Otaru

Sapporo

Asahikawa
Tohma

Hakodate

網走●

旭川●

小樽●

函館●

●札幌
釧路
　●

●
帯広

●当麻

当麻までの交通アクセス
Getting to Tohma

当  麻 旭  川
Tohma Asahikawa

［JR］
［バス］

旭川駅より石北本線当麻駅下車
旭川1条8丁目（フィール旭川横）より
当麻ヘルシーシャトー行き

Train/

Bus/

From Asahikawa Station
to Tohma Station (Sekihoku Main Line)
From Asahikawa 1-jo 8-chome (Feeeal 
Asahikawa)To Tohma Healthy Chateau

フィールドアスレチック、フィールドボール、ヘ
ルシーシャトー、当麻鐘乳洞、パピヨンシャトー
の5つの施設にそれぞれ１回入場できるお得
なパスポートです。
This great pass allows one entry to each of the 
five facilities: Field Athletic Adventure Course, 
Field Ball Course, Healthy Chateau, Tohma 
Limestone Cave and Papillon Chateau.

大人1,500円、小人1,000円
Adult (ages 16 and over): 1,500 yen
Child (ages 6-15): 1,000 yen

東京【１日7往復】（約100分）

名古屋【１日１往復】（約105分）

Tokyo (7 flights each way per day): 
Approx. 100 min.

Nagoya (1 flight each way per day): 
Approx. 105 min.

T O H M A P
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観　　　光

施　　　設

・大人 （個人）500円 （団体／20名以上）400円
・小人 （個人）300円 （団体／20名以上）250円 
・幼児／無料

当麻町開明4区 TEL0166-84-3719
■当麻鐘乳洞

当麻町市街6区
・大人 （個人）500円 （団体／20名以上）400円
・小人 （個人）300円 （団体／20名以上）250円 
・幼児／無料

TEL0166-84-2001
■当麻世界の昆虫館 パピヨンシャトー

当麻町6条西4丁目
・大人 （個人）300円 （シーズン券）5,000円
・小人 （個人）200円 （シーズン券）3,000円
・レンタル（クラブ・ボール）各100円

TEL0166-84-2587
■フィールドボール場クラブハウス

・大人 （個人）500円 （団体／20名以上）400円
・小人 （個人）300円 （団体／20名以上）250円

当麻町市街6区 TEL0166-84-3163
■フィールドアスレチック

・1日券 （町内大人）300円 （町外大人）500円
　　　　（小人）200円
・クラブ、ボール貸出200円
・入浴券付1日券 （大人）600円 （小人）400円
・シーズン券（町内）10,000円（町外）15,000円

当麻町6条西4丁目 TEL0166-84-3900
■とうま山パークゴルフ場

・大人 （1回券）500円 （回数券11枚）5,000円
・小・中学生 （1回券）300円 （回数券11枚）3,000円
・幼児無料

当麻町6条西4丁目 TEL0166-58-8112
■ヘルシーシャトー

当麻町6条西4丁目 TEL0166-84-2882
■くるみなの木遊館

当麻町市街6区 TEL080-1979-8137
■くるみなの庭

・コテージ   （1団体）1棟12,000円
・ログハウス（1団体）1棟3,500円
・テント持込み 1張700円 ・タープ持込み 400円
・タープ一体型テント 1張1,100円
・バーベキューハウス（1団体）1棟1時間500円
・レンタル（マット・毛布 ）各1枚200円

当麻町市街6区 TEL0166-84-3163
■キャンプ場

当麻町市街6区 TEL0166-84-3163
■とうまスポーツランドセンターハウス

当麻町市街6区 TEL0166-84-2698
■とうま山スキー場

当麻町4条西3丁目 TEL0166-84-2325
■ふれあい交流センター「輝き」

当麻町4条東2丁目 TEL0166-84-5008
■当麻スポーツセンター

当麻町4条西3丁目 TEL0166-84-2335
■当麻町立診療所

http://www.densukesan.net/
当麻町宇園別2区 TEL0166-58-8639

■道の駅 とうま（物産館でんすけさんの家）

TEL0166-84-2111 FAX0166-84-4883
■当麻町まちづくり推進課

TEL0166-58-8639 FAX0166-84-5366
■（株）とうま振興公社（道の駅とうま当麻町物産館内）

TEL0166-58-8811■（有）HEYタクシー

観光・施設のお問い合わせ先
Tourism

Facilities

・Adult (ages 16 and over): 500 yen; Groups of 20 or 
more: 400 yen per person
・Child (ages 6-15): 300 yen; Groups of 20 or more: 
250 yen per person
・Ages 5 and under: Free

Kaimei 4-ku, Tohma Town Phone0166-84-3719
■Tohma Limestone Cave

Shigai 6-ku, Tohma Town
・Adult (ages 16 and over): 500 yen; Groups of 20 or 
more: 400 yen per person
・Child (ages 6-15): 300 yen; Groups of 20 or more: 
250 yen per person
・Ages 5 and under: Free

Phone0166-84-2001
■Papillon Chateau Tohma Insect World

Nishi 4-chome, 6-jo, Tohma Town
・Adult (ages 16 and over): 300 yen; season ticket: 
5,000 yen
・Child (ages 6-15): 200 yen; season ticket: 3,000 yen
・Rental (club, ball) 100 yen each

Phone0166-84-2587
■Field Ball(Short Hole Golf)Course Clubhouse

・Adult (ages 16 and over): 500 yen; Groups of 20 or 
more: 400 yen per person
・Child (ages 6-15): 300 yen; Groups of 20 or more: 
250 yen per person

Shigai 6-ku, Tohma Town Phone0166-84-3163
■Field Athletic Adventure Course

・ Single ticket
Adult (ages 16 and over): 500 yen; Tohma resident: 
300 yen Child (ages 6-15): 200 yen
・Club and ball rental: 200 yen
・Ticket w/ bathhouse entry: Adult (ages 16 and over): 
600 yen; Child (ages 6-15): 400 yen
・Season ticket (Tohma resident) 10,000 yen; Other: 
15,000 yen

Nishi 4-chome, 6-jo, Tohma Town Phone0166-84-3900
■Mt. Tohma Park Golf Course

・Adult (ages 16 and over) Single ticket: 500 yen; 
11-time ticket: 5,000 yen
・Child (ages 6-15) Single ticket: 300 yen; 
11-time ticket: 3,000 yen
・Ages 5 and under: Free

Nishi 4-chome, 6-jo, Tohma Town Phone0166-58-8112
■Healthy Chateau

Nishi 4-chome, 6-jo, Tohma Town Phone0166-84-2882
■Kurumina-no-Ki Yukan

Shigai 6-ku, Tohma Town Phone080-1979-8137
■Kurumina Garden

・Cottage: 12,000 yen each
・Log house: 3,500 yen each
・Tent site: 700 yen per tent*
・Canopy site: 400 yen per canopy*
・Site for tent with canopy: 1,100 yen per tent*
・Barbecue house: 500 yen each per hour
・Rental (mats, blankets): 200 yen each
*Tent/canopy not provided

Shigai 6-ku, Tohma Town Phone0166-84-3163
■Campsite

Shigai 6-ku, Tohma Town Phone0166-84-3163
■Tohma Sports Land Center House

Shigai 6-ku, Tohma Town Phone0166-84-2698
■Mt. Tohma Ski Area

Nishi 3-chome, 4-jo, Tohma Town Phone0166-84-2325
■Kagayaki Community Center

Higashi 2-chome, 4-jo, Tohma Town Phone0166-84-5008
■Tohma Sports Center

Nishi 3-chome, 4-jo, Tohma Town Phone0166-84-2335
■Tohma Municipal Clinic

http://www.densukesan.net/
Uenbetsu 2-ku, Tohma Town Phone0166-58-8639

■Densukesan-no-Ie, Michi-no-Eki Tohma

Phone0166-84-2111 FAX0166-84-4883
■Tohma Town Urban Policy Division

Phone0166-58-8639 FAX0166-84-5366

■Tohma Promotion Corporation Co., Ltd.
　  (Tohma Product Promotion Pavilion, Michi-no-Eki Tohma)

Phone0166-58-8811■HEY Taxis Co., Ltd.

Contact

Approx. 30 min.

Approx. 30 min.

Approx. 
45 min.

Approx. 15 min.

Approx. 30 min.

Approx. 30 min.

Approx. 90 min.「金ウン精」
JR当麻駅前


