釧路空港近郊のレンタサイクル＆ガイドツアーのご案内
2021.08.10現在

釧路市内
店名 or 施設名

1

2

3

4

釧路観光コンベンション協会
釧路観光コンシェルジュ

サイクルガレージパズ

山花温泉リフレ

阿寒観光ハイヤー
（阿寒町）

5

阿寒ロイヤルバレイ
マウンテンバイクパーク

6

道の駅「阿寒丹頂の里」
サークルハウス赤いベレー

住所

電話番号

貸出自転車

釧路市錦町2-4
釧路フィッシャーマンズワーフMOO
１階「EHAB」内

＊電動アシスト自転車×3台
0154-31-1997 ＊マウンテンバイク×2台
（XS/S 各1台）

北海道釧路市錦町5-1
錦町ユタカビル1F

＊クロスバイク
＊ロードバイク
＊e-Bike（クロスバイク、MTB、
0154-65-6554 グラベル
ロード,折畳み小径）
＊折畳み小径車
＊MTB & FAT Bike

釧路市山花14線131番

＊クロスバイク（大人用）
0154-56-2233
＊クロスバイク（子供用）

＊e-Bike（MTB）
＊e-Bike（クロスバイク）

釧路市阿寒町新町2-4-7

0154-66-3221

釧路市阿寒町15線40-2

＊MTB（大人用）
＊MTB（子供用）
0154-66-3422 ＊ファットバイク（大人用）
＊キックバイク（幼児用）
全てパーク内利用のみとなります

釧路市阿寒町上阿寒23-36-1

0154-66-2330 ＊クロスバイク（大人用）

乗り捨て

✖

〇

〇

〇

✖

〇

ガイドツ
アー

✖

料金

半日レンタル（~3時間）：1,500円
１日レンタル（3時間~）：2,500円

利用時間

その他サービスとコメント

10：00～17:00

釧路市内を散策するには最高のロケーションです
ヘルメットや鍵も無料で貸し出します
釧路市内を満喫できるおすすめサイクリング観光
マップを5種類用意しています

✖

ヘルメット、鍵などはレンタル料金に含まれていま
半日レンタル（~4時間）：2,200～3,850円
す
10:00～18:00
１日レンタル（4時間~）：3,850～5,500円
空港、ホテルへの配送サービス、乗り捨てサービス
（予約で09:00から可）
種類により料金が異なりますので店舗に
も別途料金で行っていますが、詳細はご本人で
火曜日・水曜日予約制
確認下さい
確認ください
輪行袋も貸出し可能です

✖

半日レンタル（~4時間）：2,200円
１日レンタル（4時間~）：3,850円

〇
半日レンタル（~4時間）：3,850円
ROAD
１日レンタル（4時間~）：5,500円
MTB

コース使用料
中学生以下500円、大人1,000円
〇 MTBレンタル料金（パーク内利用のみ）
MTB 中学生以下1,200円、 大人1,800円
ヘルメット、プロテクターそれぞれ300円
グローブは購入のみ200円

✖

半日レンタル（~4時間）：2,200円
１日レンタル（4時間~）：3,850円

09:00～16:00

6月1日~10月末
ヘルメット、鍵はレンタル料金に含まれます
乗捨ても別料金で可能です
サイクリングロードガイドMAPをご用意しております

09:00～17:00

6月1日~10月末
ﾍﾙﾒｯﾄ、鍵はﾚﾝﾀﾙ料金に含まれます
乗捨ても別料金で可能です
釧路市内ガイド付きプランもあります（要予約）
サイクリングロードガイドMAPをご用意しております
サポートタクシーのチャーター対応も可能です

09:00～16:00

6月1日~10月末
ショートダウンヒルコース、クロスカントリーコース、
パンプトラックコースがあります。
MTB体験ガイドツアーもあります（要予約）
サイクリングロードガイドMAPをご用意しております

09:00～17:00

6月1日～10月末予定
ヘルメットはレンタル料金に含まれます
乗り捨ても別料金で可能です
サイクリングロードガイドMAPをご用意しております

QRコード

阿寒湖温泉
店名 or 施設名

住所

電話番号

貸出自転車

7

釧路サイクリングツアーズ
（阿寒湖温泉）
（阿寒ハイヤー内）

阿寒町阿寒湖温泉4-7-3

0154-67-2921

8

鶴雅アドベンチャーベース
SIRI

阿寒町阿寒湖温泉4-6-1
鶴雅ウイング1階

＊e-Bike（MTB）
0154-65-6276 ＊ファットバイク
＊ロードバイク

阿寒町阿寒湖温泉1-5-20

＊e-Bike（MTB）
0154-67-2511
＊e-Bike（ミニベロ）

9

阿寒観光汽船

＊e-Bike（MTB）
＊e-Bike（クロスバイク）

乗り捨て

ガイドツ
アー

利用時間

その他サービスとコメント

〇

〇
半日レンタル（~4時間）：4,400円
ROAD
１日レンタル（4時間~）：5,500円
MTB

09:00～17:00

6月1日~10月末
ﾍﾙﾒｯﾄ、鍵はﾚﾝﾀﾙ料金に含まれます。
乗捨ても別料金で可能です
阿寒摩周国立公園を巡るガイド付きプランもあり
ます（要予約）
サイクリングロードガイドMAPをご用意しております

✖

e-Bike
〇
半日レンタル（~4時間）：4,400円
MTB
１日レンタル（4時間~）：5,500円
ファット

08:30～17:30

4月29日～11月末まで
（自然状況により変動）

〇

✖

乗り捨て

ガイドツ
アー

料金

e-Bike
2時間レンタル
：2,200円
半日レンタル（~4時間）：4,400円
１日レンタル（4時間~）：5,500円

QRコード

4月中旬～12月中旬まで（天候により変動）
08:00～17:00

貸出場所および乗捨て場所は、「まりもの里桟
橋」と「幸運の森桟橋」の二か所になります
ヘルメット、ライト、鍵は無料でお貸しします

鶴居村
店名 or 施設名

10

鶴居
NORTHEN VILLAGE
HOTEL TAITO
BICYCLE SQARE

住所

阿寒郡鶴居村鶴居西1-5

電話番号

0154-64-3111

貸出自転車

＊クロスバイク×４台
（XS/S/M/L 各1台）
＊ロードバイク×3台
（47/50/52 各1台）

✖

料金

クロスバイク：３時間以内 2,000円
1日レンタル 3,500円
〇
ロードバイク：３時間以内 2,500円
ROAD
1日レンタル 4,000円
MTB

利用時間

10:00～17:00

※全てのプランに無料日帰り入浴付き！

その他サービスとコメント

QRコード

ヘルメットはレンタル料に含まれます
ガイド付きプランあり！お問い合わせ下さい
(要予約）
※全プラン無料日帰り入浴付き（当日限り）
※BBQ+無料日帰り入浴付きプランも
※ご自身の自転車でもお得なプラン有ります

弟子屈町
店名 or 施設名

11

弟子屈
Okku Outdoor Challenge

住所

川上郡弟子屈町美里3-3-40

電話番号

080-6089-8192

貸出自転車

＊クロスバイク
＊MTB
＊ジュニアMTB
＊e-Bike（MTB）
＊折り畳み自転車

乗り捨て

〇

ガイドツ
アー

料金

クロスバイク
：3,000円/日
〇 MTB
：4,000円/日
ROAD ジュニアMTB
：3,000円/日
MTB e-Bike（MTB）：5,000円/日
折り畳み自転車 ：3,000円/日

利用時間

4月～11月全車種
1月～3月
MTB／e-MTB
8:00～18:00

その他サービスとコメント
ヘルメット、鍵などはレンタル料金に含まれていま
す
弟子屈町内でのホテル及び施設等への配送貸
出、町内乗り捨て料金不要
町外での乗捨てには距離に応じて追加料金が
かかります
ツアー中はレンタル対応することができません

QRコード

