※下記のルートマップをご参照ください。

オプショナルプラン

事前申込

ひがし北海道エクスプレスバス

オプショナルプラン

■旅行企画・実施：
（株）
クールスター 〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル5階
北海道知事登録旅行業第2-693号 一般社団法人全国旅行業協会正会員
■設定期間：2017年1月4日〜2017年3月15日（期間限定）※区間により設定期間は異なります。
（下記参照）

ファームレストラン千代田

）内は観光時間の目安です。

ファームレストラン千代田（自由昼食/約50分）
約30分

約80分

OPコード：K1111

フラノマルシェ
（休憩/約15分）

約30分

美瑛パッチワークの路（車窓）
約90分

旭川空港

旭川空港

約15分

1/4〜1/19

女満別空港

道の駅 流氷街道網走（自由昼食/約30分）

約10分

約5分

約100分

博物館網走監獄（約60分）

1/20〜31 2/1〜3/11
約120分

約15分

OPコード：K1113
約75分

メルヘンの丘※1（約10分）

約30分

約120分

約25分

JR網走駅

オホーツク流氷館（約50分）
知床（ウトロ地区）
（18：10〜18：25頃着）

道の駅 流氷街道網走（流氷観光砕氷船おーろら※2/自由昼食/約120〜180分）
知床（ウトロ地区）
（ 1/20〜31 18：10〜18：25頃着 2/1〜3/11 17：10〜17：25頃着）

大 人

こども

5,500円 4,400円

※行程内有料施設入場料は含まれません。

●最少催行人員

大人1名

設定期間/旅行代金（おひとり様）

2017年1月4日（水）〜
3月11日（土）毎日運行
大 人

こども

6,000円 4,800円
●旅行代金に含まれるもの
バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）

※行程内有料施設入場料は含まれません。

●最少催行人員

大人1名

【層雲峡】7：35/層雲峡温泉朝陽リゾートホテル▶7：40/層雲峡観光ホテル▶7：45/セイコーマート前▶7：50/黒岳ロープウェイ前▶7：55/ホテル大雪▶8：00/層雲峡朝陽亭▶8：05/層雲閣グランドホテル
【ウトロ】18：10/知床グランドホテル北こぶし▶18：15/ウトロバスターミナル▶18：20/知床プリンスホテル風なみ季▶18：25/知床第一ホテル
※1.メルヘンの丘は除雪ができていない時等は割愛させていただきます。
※2.流氷観光砕氷船おーろらは事前購入オプショナルプラン
（有料）
があります。1/20〜31
（15：00発）、2/1〜28（14：00発）、3/1〜11（13：30発）
が乗船可能です。
（所要約60分）

（
ルート❹（ウトロ→層雲峡） 行程内の橙文字は入場・乗船観光、青文字は下車観光です。

知床（ウトロ地区各ホテル）
（9：45〜10：00頃発）

約120分

）内は観光時間の目安です。

道の駅 流氷街道網走

約15分
約30分

道の駅 流氷街道網走（1/20〜：流氷観光砕氷船おーろら※1/自由昼食/約100分）
約15分
約110分
約80分
女満別空港
道の駅 おんねゆ温泉（約20分）

JR網走駅

OPコード：K1114
約15分

メルヘンの丘※2（約10分）
層雲峡（18：45〜19：15頃着）

【ウトロ】9：45/知床第一ホテル▶9：50/知床プリンスホテル風なみ季▶9：55/ウトロバスターミナル▶10：00/知床グランドホテル北こぶし
【層雲峡】18：45層雲閣グランドホテル▶18：50/層雲峡朝陽亭▶18：55/ホテル大雪▶19：00/黒岳ロープウェイ前▶19：05/セイコーマート前
▶19：10/層雲峡観光ホテル▶19：15/層雲峡温泉朝陽リゾートホテル
（有料）があります。1/20〜31（15：00発）、2/1〜28（14：00発）、3/1〜11（13：30発）が乗船可能です。
（所要約60分）
※1.流氷観光砕氷船おーろらは事前購入オプショナルプラン
※2.メルヘンの丘は除雪ができていない時等は割愛させていただきます。

（
ルート❷（層雲峡→札幌） 行程内の橙文字は入場観光、青文字は下車観光です。

層雲峡各ホテル（8：30〜9：00頃発）
約30分

美瑛パッチワークの路（車窓）
約80分

約75分

）内は観光時間の目安です。

旭山動物園（約105分）

約30分

ファームレストラン千代田（自由昼食/約60分）

砂川サービスエリア（休憩/約15分）

5号 網走・阿寒

2号 網走・紋別・層雲峡

9号 阿寒・釧路空港・釧路駅

※予約のお客様がいない場合、立寄りいたしません。

1号 層雲峡・紋別・網走

釧路

7号 紋別・網走・紋別
3号 網走・ウトロ

約100分

約50分

OPコード：K1112

旭川空港
フラノマルシェ
（休憩/約15分）

設定期間/旅行代金（おひとり様）

2017年1月4日（水）〜
3月14日（火）毎日運行
大 人

こども

6,000円 4,800円

●旅行代金に含まれるもの
バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）

※行程内有料施設入場料は含まれません。

●最少催行人員

大人1名

設定期間/旅行代金（おひとり様）

2017年1月4日（水）〜
3月15日（水）毎日運行
大 人

こども

5,500円 4,400円

札幌市内各ホテル（18：35〜18：55頃着） ●旅行代金に含まれるもの

【層雲峡】8：30層雲閣グランドホテル▶8：35/層雲峡朝陽亭▶8：40/ホテル大雪▶8：45/黒岳ロープウェイ前▶8：50/セイコーマート前▶8：55/層雲峡観光ホテル
▶9：00/層雲峡温泉朝陽リゾートホテル
【札幌市内ホテル】18：35/JRタワーホテル日航▶18：40札幌グランドホテル▶18：45/札幌プリンスホテル▶18：50/札幌東急REIホテル
▶18：55/ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
（旧アートホテルズ札幌）

バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）

※行程内有料施設入場料は含まれません。

●最少催行人員

大人1名

知床ウトロ温泉

網走

十勝川温泉

JR帯広駅

2号 網走・紋別・層雲峡

とかち帯広空港

女満別空港

層雲峡温泉
旭川空港

6号 阿寒・網走

阿寒湖温泉
ルートマップ マークの見方

9号 阿寒・釧路空港・釧路駅

ノースライナー
（札幌⇔層雲峡⇔ウトロ）

釧路空港
帯広

サウスライナー（帯広⇔ウトロ）

4号 ウトロ・網走

川湯温泉
摩周湖

5号 網走・阿寒

鶴居
釧路

……発着地
……経由地（立寄地）

摩周湖（R）

とかち帯広空港

……空港

空港シャトルバス

ノースライナー・サウスライナー共通のご案内

●乗降場所は各行程下に記載のホテル又はJR帯広駅のみとなります。降車のみ途中下車可能ですがご返金はありません。 ●2歳以下のお子様は無料です
が、バス座席が必要な場合はこども代金が適用になります。
（こどもは3〜12歳適用）。 ●座席は自由席ですが満席等により指定させていただく場合がありま
す。また他のお客様と相席となる場合があります。 ●外国籍のお客様と同乗となる場合があります。 ●広域観光周遊ルート二次交通対策事業等での運行バスとなりますので、車内にてアンケート記入のご協力をお願
いいたします。 ●取消料はご旅行条件の項目4（裏面）
に基づきます。 ●バスは定刻運転に努めますが、道路状況・天候状況により運行に遅延が生じる場合があります。 ●道路状況・悪天候等により、ルートの変更や
遅延が生じ、下車観光時間を短縮、割愛をする場合があります。その場合の返金はありません。また、当日のキャンセルにつきましても旅行代金及び運賃の返金はいたしませんので予めご了承ください。 ●各コースで見
学施設が休館などにより観光ができない場合は代替観光地へのご案内をする場合があります。 ●時間になりますとバスは出発します。万一乗り遅れた場合は目的地まではお客様ご自身で起こしいただくこととなりま
す。また、それに関わる費用はすべてお客様のご負担となりますので予めご了承ください。 ●車内は全て禁煙です。 ●添乗員は同行いたしませんが通訳案内士が全てのルートバスに同乗します。ご旅行出発後の取消・
変更等の発生の場合はお申込の販売店、バス運営会社へお客様ご自身でご連絡お願いいたします。 ●詳しくは販売店係員よりお渡しする行程表をご確認ください。 ●全ルート、ルート内の短区間販売をご希望の場合
は
（株）
クールスターのHP（www.cool-star.jp）
をご参照いただきお客様ご自身でご予約ください。
（ビッグホリデーでは販売しておりません）。

ルート❶（帯広→ウトロ）

サウスライナー

ノースライナー

約5分

）内は観光時間の目安です。

銀河・流星の滝（約20分）

道の駅 おんねゆ温泉（北の大地の水族館併設/約30分）

2017年1月4日（水）〜
3月10日（金）毎日運行

バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）

【層雲峡】17：50/層雲峡温泉朝陽リゾートホテル▶17：55/層雲峡観光ホテル▶18：00/セイコーマート前▶18：05/黒岳ロープウェイ前▶18：10/ホテル大雪
▶18：15/層雲峡朝陽亭▶18：20/層雲閣グランドホテル
（
ルート❸（層雲峡→ウトロ） 行程内の橙文字は入場・乗船観光、青文字は下車観光です。

設定期間/旅行代金（おひとり様）

層雲峡（17：50〜18：20頃着） ●旅行代金に含まれるもの

【札幌市内ホテル】7：45/ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
（旧アートホテルズ札幌）
▶7：50/札幌東急REIホテル▶7：55/札幌プリンスホテル
▶8：00札幌グランドホテル▶8：05/JRタワーホテル日航

層雲峡各ホテル（7：35〜8：05頃発）

3号 網走・ウトロ

紋別

苫小牧

砂川サービスエリア（休憩/約15分）

旭山動物園（約80分）

6号 阿寒・網走

オプショナルプラン

オプショナルプラン

約30分

阿寒湖温泉▶層雲峡温泉

4号 ウトロ・網走

ANAスカイフリー

ANAスカイフリー
約60分

ウトロ温泉▶阿寒湖温泉

1号 層雲峡・紋別・網走
7号 紋別・網走・紋別

JR摩周駅

釧路空港

層雲峡▶ウトロ温泉

新千歳空港

（
ルート❶（札幌→層雲峡） 行程内の橙文字は入場観光、青文字は下車観光です。

札幌市内各ホテル（7：45〜8：05頃発）

双岳台

千歳

セーフティバス=「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
安全に対する取組状況が優良なバス会社（認定された）
である事を示す
シンボルマークです。

約80分

夕張

摩周湖第一展望台

阿寒湖

トマム

エクスプレスバス路線名

JR川湯温泉駅

足寄

富良野

札幌

●乗降区間・発着時間・料金等の詳細は「旅スマイル北海道（10〜5月）」パンフレットをご参照ください。
●（株）
クールスターではご予約できません。

道の駅おんねゆ温泉

旭川空港
フラノマルシェ

ノースライナー・サウスライナーの運営は北海道内貸切
バス大手「札幌観光バス
（株）」が設立した「（株）
クールス
ター」が行います。運行するバス事業者は、全て国土交通
省が定める安全基準をクリアした、SAFETY BUS取得
事業者での運行をお約束いたします。

【層雲峡地区】 層雲閣グランドホテル、ホテル大雪、層雲峡観光ホテル
※こどもは小学生・幼児（未就学児）は無料です。但し、幼児でも座席を必要とする場合はこども
運賃が適用されます。
※座席は自由席です。

メルヘンの丘

銀河・流星の滝
小樽

紋別セントラルホテル

女満別空港

砂川サービスエリア

⓯

層雲峡

旭川

あかん遊久の里 鶴雅、あかん湖鶴雅ウイングス、ホテル御前水、
ホテル阿寒湖荘、阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香、

自由自在

自由自在

美瑛パッチワークの丘

広域観光周遊ルート形成促進事業
（北海道運輸局・北海道観光振興機構実施事業）

【紋別地区】

知床（ウトロ地区）

※下記ホテルは2016年11月現在の予定ホテル
です。変更となる場合があります。

知床プリンスホテル風なみ季、知床第一ホテル、
知床グランドホテル北こぶし

【ウトロ地区】

道の駅流氷街道網走
JR網走駅

旭山動物園

【阿寒湖畔地区】

観光砕氷船おーろら
（イメージ）
（H）

事前申込

■代金：下記参照※区間により代金は異なります。

下記ホテルにご宿泊の方限定です！

HYPER!札幌

HYPER!札幌

（R）
つり
氷瀑ま

層雲峡

ノースライナー＆サウスライナー バスプラン

ひがし北海道周遊観光バス

■設定期間：2017年1月21日〜2月28日（毎日運行）
（期間限定）
■運行管理：ひがし北海道観光事業開発協議会バス運輸部会

JR帯広駅（8：00発）

行程内の青文字は下車観光です。
（

約20分

約65分

十勝川温泉（8：20〜8：35頃発）
約60分

阿寒湖（自由昼食/60分）
約40分

）内は観光時間の目安です。

双岳台（経由）

JR摩周駅

約125分

JR川湯温泉駅

OPコード：K1115
約75分

足寄（休憩/約15分）
約15分

摩周湖第一展望台（約30分）

知床（ウトロ地区）
（16：45〜17：00頃着）

【十勝川】8：20/十勝川温泉第一ホテル▶8：25/観月苑▶8：30/笹井ホテル▶8：35/ホテル大平原
【ウトロ】16：45/知床グランドホテル北こぶし▶16：50/ウトロバスターミナル▶16：55/知床プリンスホテル風なみ季▶17：00/知床第一ホテル

ルート❷（帯広→ウトロ）

行程内の青文字は下車観光です。
（

知床（ウトロ地区）
（9：35〜9：50頃発）
約15分

JR摩周駅

足寄（休憩/約15分）

約110分
約60分

JR川湯温泉駅

双岳台（経由）
約80分

）内は観光時間の目安です。
約40分

OPコード：K1116

大 人

こども

5,500円 4,400円

●旅行代金に含まれるもの
バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）
●最少催行人員 大人1名

設定期間/旅行代金（おひとり様）

2017年1月4日（水）〜
摩周湖第一展望台（自由昼食/約60分） 3月12日（日）毎日運行

阿寒湖（30分）

十勝川温泉（18：20〜18：35頃着）

設定期間/旅行代金（おひとり様）

2017年1月4日（水）〜
3月13日（月）毎日運行

約30分

【ウトロ】9：35/知床第一ホテル▶9：40/知床プリンスホテル風なみ季▶9：45/ウトロバスターミナル▶9：50/知床グランドホテル北こぶし
【十勝川】18：20/ホテル大平原▶18：25/笹井ホテル▶18：30/観月苑▶18：35/十勝川温泉第一ホテル

約75分

大 人

こども

5,500円 4,400円

JR帯広駅（19：05頃着） ●旅行代金に含まれるもの

バス代、現地特定施設、ホテルで使える
金券300円（現地渡し）
●最少催行人員 大人1名

●ご利用日の14日前までにお申し込みください。但し、14日前が土・日・祝日にあたる場合は、その前日までとなります。また、取消料はご利用日の10日前
から発生します。 ●添乗員は同行いたしません。バス乗車券を乗務員にご提出の上ご乗車ください。ガイドはついておりません。 ●バスは他社主催のお
客様と混乗となります。また車内は禁煙、座席は自由席となります。
（予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございます。） ●繁忙期は補助席を使用する場合もございます。乗車場所
へ出発時間の10分前までにご集合ください。 ●道路状況等により行程及び時間の変更、割愛をする場合があり、その際の代金の払い戻しはいたしません。また、通行止め等により他の交通機関をご案内させ
ていただく場合がございますが、それに伴う代金はお客様の負担となります。 ●荒天等により中止又はコース変更となる場合がございます。

ひがし北海道バスオプションのご案内

⓰

