
各種設備

飲食サービス・お土産など（キャッシュレス対応）

開園日・開園時間（令和3年度）

4月 1 日 ～ 7月16日
8月30日 ～ 10月31日

7月17日 ～ 8月29日
11月1日 ～ 3月31日

平日 9：00 ～ 18：00
土日祝日 9：00 ～ 20：00

 9：00 ～ 20：00
 9：00 ～ 17：00

期間 開園時間

入場料（税込）

大人
高校生
中学生以下

1,200円
   600円
無料

個人
960円
480円
無料

団体（20名以上）

※博物館と公園の共通券（博物館の特別展示や一部の体験プログラムを除く）

※閉園日／月曜日（祝休日の場合はその翌日以降の平日）および年末年始（12月29日～1月3日）

◆ 多言語対応（最大８言語に対応：アイヌ語、日本語、英語、中国語［繁体字・簡体字］、韓国語、ロシア語、タイ語）
◆ バリアフリー対応　◆ 無料Wi-Fi

エントランス棟レストラン・
フードコート
窓から広がるポロト湖の眺望を
楽しみながら食事ができるレス
トランや、幅広いメニューを取り
揃え手軽に楽しんでいただける
飲食スペースをご用意。

エントランス棟ショップ

ウポポイオリジナルグッズやアイ
ヌ工芸品、北海道のお土産品の
ほか、軽食や日用品を取り揃え
ております。
◆営業時間 9：00～閉園時間 ◆営業時間 9：00～閉園時間

国立アイヌ民族博物館
ミュージアムショップ

アイヌ工芸品や博物館オリジナ
ルグッズ、書籍などを取り揃えて
おります。ポロト湖を眺めながら
コーヒーも楽しめます。

〒059－0902 北海道白老郡白老町若草町２丁目３番２号
TEL 0144-82-3914 FAX 0144-82-3685
上記日時以外は下記ウェブサイトのお問合せフォームをご利用ください。
https://ainu-upopoy.jp/inquiry/faq/

ご来場の際は
ウポポイウェブサイトをご覧ください。

公益財団法人アイヌ民族文化財団  
※国から管理業務委託を受ける団体

https ://ainu-upopoy. jp/

ウポポイ 検索
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新千歳空港

札幌

白老北海道白老町
HOKKAIDO SHIRAOI



オオウバユリについて

私たちの国の貴重な文化でありながら
存立の危機にあるアイヌ文化の復興・発展のための拠点となる
ナショナルセンターです。

■ウポポイの主な施設

ポロト湖

ウポポイ（民族 共生象徴空間）
ウポポイ（民族共生象徴空間）とは

愛称「ウポポイ」について：「ウポポイ」はアイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」を意味します。

言語や信仰など独自性を有する
アイヌ文化の魅力を目の当たり
にすることができます。

国立アイヌ民族博物館
先住民族アイヌを主題とした
日本初の国立博物館。

ウポポイPRキャラクター

トゥレッポん

民族、自然、歴史、文化などアイヌ
に関する様々な分野について学
ぶことができます。

伝統芸能・食・ものづくりなど
アイヌ文化を体験できます。

Point1

触れる

Point2

感じる

Point3

考える

ウポポイ（民族共生象徴空間）
でできること

園内での様々な体験プログラム、

国立アイヌ民族博物館での展示など、

知的好奇心を刺激するコンテンツを

豊富に用意しております。

P03・P04

国立民族共生公園
体験交流ホール、体験学習館、
伝統的コタン、工房等からなる
体験型フィールドミュージアム。 P05・P06

慰霊施設
シンヌラッパ ウシ

伝統的コタン

いざないの回廊 歓迎の広場

体験学習館

体験交流ホール

国立アイヌ民族博物館

工房

エントランス棟

アイヌの人々の遺骨等について、関係者の理解及び協力の下で集
約し、アイヌの人々による尊厳ある慰霊の実現及びアイヌの人々に
よる受入体制が整うまでの間の適切な管理を行うための施設で
す。ポロト湖東側の太平洋を望む高台に、慰霊行事施設、墓所、モ
ニュメントなどを整備しています。

ウアイヌコロ　コタン

トゥレプ

ポ

北海道、本州の中部以北の林内に自生するユリ科ウ
バユリ属の多年草。アイヌにとってシカやサケなどに
ならぶ貴重な食糧であり、でんぷんをとり、保存食と
しても蓄えられました。

アイヌ語で「オオウバユリ」
の意。

アイヌ語で「小さいもの」
というニュアンスを付け
加える語。

ウエカリ チセ

カンカン

ヤイハノッカラ チセ

アヌココロ　ウアイヌコロ　ミンタラアヌココロ　アイヌ　イコロマケンル

アヌココロ アイヌ イコロマケンルホシキアン　チセウウェランカラプ　ミンタラ

イカラ ウシ

テエタ カネ アン コタン

ポロト

01 02









札幌

旭川

新千歳空港
苫小牧

小樽

洞爺湖
ルスツ

ニセコ

登別
室蘭

函館

白老

09 10

※上記時間は目安です。乗換時間は含みません。

アクセス

◆ 空路

東京▶新千歳空港 大阪▶新千歳空港約1時間40分 約2時間

◆ 白老町内からのアクセス
白老駅から徒歩約10分
白老インターから車で約10分  
JR白老駅に特急列車（北斗、すずらん）

1日31本停車

◆ 駐車場
【園内】 一般駐車場246台（有料）
【園外】 一般駐車場311台（有料）
　　　 大型駐車場　88台（有料）

◆ 道内各都市から

高速道路利用で約65分札幌北IC

特急列車利用で約65分JR札幌駅
札幌

高速道路利用で約40分新千歳空港IC

特急列車利用で約40分JR新千歳空港駅

新千歳
空港

一般道路利用で約40分
（登別温泉からウポポイまでの目安）

一般国道36号

特急列車利用で約12分JR登別駅
登別

一般道路利用で約30分
（苫小牧市街からウポポイまでの目安）

一般国道36号

特急列車利用で約15分JR苫小牧駅
苫小牧

高速道路利用で約45分登別室蘭IC

特急列車利用で約30分JR東室蘭駅
室蘭

高速道路利用で約2時間50分大沼公園IC

特急列車利用で約3時間JR函館駅
函館

札幌から約1時間、
新千歳空港から約40分の好アクセス。

白老町のおすすめスポット
白老観光協会  https://shiraoi.net/spot/

ポロト湖

ポロトの森

1856年、開国時におけるロシア勢力の南下
に備えた警備のため、江戸幕府の命令に従
い、仙台藩が白老に置いた元陣屋。 

https://shiraoi.net/spot/仙台藩白老元陣屋跡/

史跡　仙台藩白老元陣屋跡

白老町には大きく分け、
5本の川が流れ上流には多くの滝があります。

インクラの滝 白老滝 社台滝

https://shiraoi.net/spot/様々な滝/
白老の滝　三名所

支笏洞爺国立公園特別区域にある周囲約
8㎞の円いカルデラ湖。 摩周湖に次いで透
明度の高い美しい湖です。

https://shiraoi.net/spot/倶多楽湖/

倶多楽湖
くっ　 た 　  ら   　こ

JR室蘭本線
（慰霊施設）

至苫小牧西IC→
至苫小牧方面 →

至登別方面 ←

道央自動車道

ポロト湖

白老駅
白老川

白老IC

白老町役場
国道36号

ウポポイ
（民族共生象徴空間）

IC

【住所】白老町若草町2丁目3


