
※下記1～28の施設で、1回ご利用可能です（１ヶ所のみ）。ご利用は、同一グループで同一メニューとなります。

記載のメニュー等が品切れ等の際は、代替品での提供となる場合がございますので予めご了承下さい。

※施設都合により内容・営業時間・休業日が予告なく変更となる場合がございます。事前にお客様ご自身で最新情報をご確認の上、ご利用ください。

※各施設、混雑時はお待ちいただく場合があり、また満席や団体・祭事等の貸切によりご利用いただけない場合がございます。

※未使用の場合でも払い戻しはございません。

※当書面にて、下記内容のメニューはご利用できません。別途ご送付済みの「Enjoyクーポン」券を必ずご提出ください。

利 ①函館空港１F到着ロビ－内総合案内所　営業時間　8：00～19：30頃

函館市電と函館バスが1日乗り放題です。 ②函館駅前函館バス案内所
　　　所在地：函館市駒場町１５-１ 営業時間　7：30～12：00、13：00～19：00

提 ③函館市企業局交通部駒場乗車券販売所　
営業時間　8：45～17：30

休

２　函館 利

　　　所在地：北海道 函館市 元町 19-7

提 函館山ロープウェイ山ろくチケットカウンター 休 ※悪天候や整備点検のため急遽運休となる場合がございます。

３　函館 利

①9：00～18：00　（4/1～20）
　　　所在地：函館市五稜郭町４３-９ ②8：00～19：00　（4/21～9/30）

提 展望券売場 休

利 6：00～14：00（ラストオ－ダ－13：30）

※店舗によって異なります。

　　　所在地：函館市若松町１１－４ ※お釣りは出ません。
予約：不要

提 注文時及び店舗会計時 休 不定休

５　札幌 さっぽろテレビ塔 利

　　　所在地：札幌市中央区大通　西１丁目

予約：不要
提 受付窓口カウンタ－ 休

利

「日本新三大夜景」に認定された夜景は、

提 山麓駅４階窓口 休 運休日　4/1～24

利 営業時間　１１：００～０３：００　

17店舗の中からお好きな店でお好きなラ－メン(1000円分）の
お支払いにご利用いただけます。 ※営業時間及び休業などは店舗によって

   異なります。

提 店舗入場時に係員にお渡しください 休

利

  所在地：札幌市中央区北11条西22丁目4-1 ※お釣りは出ません。

提 注文時及び店舗会計時 休 なし

９　千歳 利

  所在地：千歳市美々千歳空港内国内線タ－ミナル２階 ※お釣りは出ません。

提 店舗会計時 休

１０　小樽千歳 利
　　　　　①小樽洋菓子舗ルタオ本店＆ルタオ　パトス（小樽）

　　TEL：０１３４－３１－４５００
　　　　②ドレモ　ルタオ（千歳） ※お釣りは出ません。

　　TEL：０１２３－２３－１５６６
提 店舗会計時 休

利 8：15～9：00（上り始発）　16:00～17：45(下り最終)

 　　　 ＴＥＬ：０１４２－７５－２４０１ 2020年春ゴンドラリニューアル！大噴火口と雄大な景色をお楽しみください。 ※利用月により変動あり
  　　　　所在地：北海道有珠郡壮瞥町字昭和新山１８４－５ 片道約６分

提 乗車券売り場 休 ※悪天候や整備点検のため臨時運休となる場合がございます。

12　洞爺湖 利 8：30～16：30（30分毎）
※利用月により変動あり

　　　　　所在地：虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29番地 ※中島に下船しない場合は約50分（駅前桟橋～中島～駅前桟橋）

　中島に下船した場合には30分後の船に乗り換えて約80分

※冬季期間(4/24頃まで)は中島には下船せず約45分となります。

提 乗船窓口 休 なし

13　旭川 利

提 入場券購入窓口 休

提 クーポン提出場所利 クーポン引換え・利用可能時間 休 定休日・休業日

①函館空港１F到着ロビー内総合案内所

なし

※運行間隔は天候・混雑等により変更になる場合がございます。

本店 9：00～18:00（喫茶L.O17：30)
パトス 物販9：00～18:00　カフェ10：00～18：00　L.O17：30
②ドレモ　ルタオ（千歳）

営業時間：

なし

休業日　4/8

１1　昭和新山

※お菓子は入場時に袋に入れてお渡しします。

お食事＆お買い物　￥1,000分の利用チケット

※利用可能店舗：海鮮市場北のグルメ、海鮮食堂北のグルメ亭

※乗車時間：約３分/15分毎

■元祖さっぽろラ－メン横丁

■柳月　三方六ｓｔｕｄｉｏｔ店

■函館朝市　栄屋

※新千歳空港国内線タ－ミナルビル２階

18時以降は混雑が予想されますので、
お時間に余裕をもってお越し下さい。

　北海道人気銘菓と展望入場券セットプラン

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

お食事＆買い物券　￥1,000分の利用チケット
食事券又は買い物券として利用可能なマルチク－ポン

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

Ｌｅ　ＴＡＯ（ルタオ）

なし※営業時間は季節により変動あり

■有珠山ロ－プウェイ

営業時間　6：00〜17：00　（売店）

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

食事券又は買い物券として利用可能なマルチク－ポン

　　 ＴＥＬ：０１２３－４５－００３６

                ラストオ－ダ－　１４：３０

８　札幌

　函館市電＆バス共通１日乗車券

１，０００円分のお買い物券として利用可能なマルチク－ポン
※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

 ショップ10：00～18:00　カフェ11：00～18：00 L.O17：30

　　　　　 　 7：00～15：00  （レストラン）

お買い物　￥1,000分の利用チケット

食事券又は買い物券として利用可能なマルチク－ポン

4/25～9/30　10：00～22：00(下り最終)

営業時間　8：００〜２０：００　

※混雑時はご利用いただけない場合もございますのでご了承下さい。

※営業時間・休業は販売所により異なります。

①小樽洋菓子舗ルタオ本店＆ルタオ　パトス（小樽）

　　 ＴＥＬ：０１１－６２１－３５４５

　　ＴＥＬ：０１３８-５２-１２７３　

札幌もいわ山　ロ－プウェイ＆も－りすカ－往復乗車券

４　函館

函館山ロ－プウェイ往復乗車券

６　札幌 ■札幌もいわ山ロ－プウェイ

※乗車券は引換日のみのご利用です。

■五稜郭タワー株式会社

②函館駅前函館バス案内所
③函館市企業局交通部駒場乗車券販売所　④函館市電車内乗務員

　 　ＴＥＬ：０１１－２４１－１１３１

　 　ＴＥＬ：０１３８-２３-３７１４

■函館山ロ－プウェイ株式会社
　ＴＥＬ：０１３８－２３-６２８８ 人気の函館の夜景をぜひ一度お楽しみください。

　五稜郭タワー入場券
　　ＴＥＬ：０１３８-５１-４７８５　 展望台から五稜郭の大地に輝く星型の眺望がご覧いだけます

7月15日

【春夏版2020年度】ビッグホリデー北海道Ｅｎｊｏｙクーポン（旅スマイルパンフレット／対象ｺｰｽ参加者様）

施設名 内容および提出場所 その他

　 　ＴＥＬ：０１１－５６１－８１７７

営業時間：

営業時間　9：00～22：00

営業時間：

①4/25～9/30　　10：30～22：00（上り最終21：30）
悪天候や整備点検のため急遽運休となる場合がございます。

不定休
■海鮮市場　北のグルメ・海鮮食堂　北のグルメ亭 お食事＆買い物券　￥1,000分の利用チケット

札幌市街を一望できるビュ－スポット！

　　　所在地：札幌市中央区南5条西3丁目6　N・グランデビル1F

　　　所在地：札幌市中央区伏見5丁目3番7号

※お釣りは出ません。1000円を超えた場合は、差額を現金支払いとなります。

展望入場券がセットになりました。

4/1～24　10：00～21：00(下り最終)

※入荷状況により商品が変更となる場合がございます。

1　函館 ■函館市企業局交通部

無休　

　　TEL：0166-73-7017 館内利用券(400円分)のセットとなります。
予約：不要

有珠山ロ－プウェイ往復乗車券

元祖さっぽろラ－メン横丁ラ－メン１杯（1000円分）

北海道しか手に入らない『OH！焼きとうきび（おかき）』

又は『白いブラックサンダ－』の人気銘菓と

予約：不要

■「雪の美術館」 「雪の美術館入館」+400円分館内利用券 雪の美術館　9：00～17：00(最終入場16：30)

　北海道旭川市南が丘3丁目1-1（国道12号線沿い） 雪をイメージした神秘的な「雪の美術館」入館券と

■洞爺湖汽船 洞爺湖汽船　　乗船券

遊覧船から眺める洞爺湖の雄大な自然風景を
お楽しみ下さい。中島巡り遊覧船にご乗船できます。　　　　ＴＥＬ：0142-75-2137

７　札幌

8月1日（土）～8月31日（月）の期間中、もいわ山ロープウェイ利用料・さっぽろテレビ塔入場料

などが無料になります。無料化については、札幌市が行っている施策となります。※無料での

入場はさっぽろテレビ塔でのお菓子の配布はございません。



利 営業時間　8：00～19：00　

　 　 ＴＥＬ：０１６６－６６－３９６１
 　所在地：旭川市神楽岡８条１丁目

※お釣りは出ません。
提 店舗会計時 休

利 8:00～9:00(上り始発)　16:00～17:00（下り最終）

　　　ＴＥＬ：0166-68-9111
　　　　所在地：北海道上川郡東川町旭岳温泉

提 入場券購入窓口 休

16　帯広 利 基本営業時間　18：00～24：00

　　　　ＴＥＬ：０１５５－２３－８１９４（北の起業広場協同組合） 　　

　　　　※平日１０：００～１８：００ ※営業時間は店舗によって異なります。

　　　　所在地：帯広市西1条南10丁目7番地 ※お釣りは出ません、また未使用分の返金もありません

予約：不要

提 各店舗（屋台）にて精算時 休 休業　4/1～16

17　小樽 利

　　TEL：０１３４－３４－１７７２
  　　　　所在地：北海道小樽市食内1-1小樽出抜小路内 　　代替商品とお引換え致します。

提 店舗会計時 休

18　富良野 利

　　　　ＴＥＬ：０１６７－４５－６１８１ 日本画の美術館鑑賞と十勝岳連峰を望める
　　　　所在地：空知郡上富良野町東4線北26号 レストラン「ふらのグリル」での本日のスイ－ツ券付

予約：不要

提 入館受付 休 年末年始

19　富良野 利 営業時間　10：00～19：00　

　　　　ＴＥＬ：０１６７－２２－１００１ ※インフォメーションコーナーにて￥500券2枚のチケットとお引換えください ※7/1～8/31は9：00～19：00
　　　　所在地：富良野幸町13番1号 ※お釣りは出ません、また未使用分の返金もありません

提 インフォメーションコーナー 休 不定休　

20　標津 利

ＴＥＬ：０１５３－８２－１１４１ サケの不思議を体感できる日本一のサケ水族館
所在地：標津郡標津町北1条西6丁目1-1-1
　　　　　 標津サ－モンパ－ク内

提 入場券購入窓口 休

21　釧路 利 MOO 1階 ショッピングゾーン

　 　　ＴＥＬ：０１５４－２３－０６００ 10：00～19：00　※7～8月は9：00～19：00
　　　　所在地：北海道釧路市錦町2-4 MOO 2階・3階 レストランゾーン

※お釣りは出ません。 11：00～22：00　※レストランにより異なります。
予約：不要
提 店舗会計時 休 ※メンテナンスにより臨時休館する場合がございます。

利 6：00～17：00（5/1～9/30）

予約：不要

提 乗船窓口 休 なし

　オホ－ツク流氷館入館券+流氷ソフト又はコ－ヒ－付 利

　　　　ＴＥＬ：０１５２－４３－５９５１ ① 8：30～18：00　　（5～9月）
　　　　所在地：網走市天都山２４４番地３ ② 9：00～16：30　　（4月）

予約：不要 ※最終入館は閉館30分前まで
提 受付カウンター 休 なし

利

斜里郡小清水町字浜小清水474番地7（国道244号沿い）

TEL　0152-67-7752
※お釣りは出ません。

提 店舗会計時 休

利

■紋別本店
ＴＥＬ：０１５８－２３－２０１２
所在地：紋別市港町5丁目3番23号 ※お釣りは出ません。

■新千歳空港店
ＴＥＬ：０１２３－４５－８５３３

提 店舗会計時 休

利

出航時間の15分前には乗船手続きをお済ませ下さい

予約：お客様ご自身にて必ず事前予約が必要です。

提 営業所受付カウンター

27　稚内 利 営業時間　8：00～17：00　レストランは11：00～20：30

　ＴＥＬ：0162-24-5430
　所在地：北海道稚内市開運2丁目1番5 ※他の割引券との併用はできません　※お釣りは出ません

予約：不要

提 店舗会計時 休

利 営業期間5/23～9/30　

営業時間　

※他の割引券との併用はできません　※お釣りは出ません 10：30又は11：00～17：30又は18：00　(夏期無休)

予約：不要

提 店舗会計時 休 ※混雑時お席をお待ちいただく場合がございます。

提 クーポン提出場所 利 クーポン引換え・利用可能時間 休 定休日・休業日

営業時間　

光と音の演出で幻想的な空間で流氷を演出！
本物の流氷も展示

1,000円分のお食事券として利用可能なマルチク－ポン
※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

5月中整備運休あり

※悪天候やメンテナンスにより臨時運休の場合があります。

9：00～19：00　※4月は9：00～17：30

営業時間　

所在地：千歳市美々　新千歳空港　国内線旅客ターミナルビル２階 

　　　※TEL：0152-24-2146(受付時間　7：30～17：00)まで

24　網走 ■道の駅｢はなやか小清水｣

■夢食館　北市場　

■北の屋台 　お食事　￥1,000分の利用チケット

23　網走 ■オホーツク流氷館

お買い物　￥1,000分の利用チケット

食事券又は買い物券として利用可能なマルチク－ポン

　　　　ご連絡ください

15　旭岳 ■大雪山　旭岳ロ－プウェイ

■釧路フィッシャ－マンズワーフMOO

1,000円分のお買い物券として利用可能なマルチク－ポン

　　　ＴＥＬ：0154-67-2511
　　　所在地：釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目5番20号

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

■後藤純男美術館 後藤純男美術館入館券とスイ－ツ付

大雪山　旭岳ロ－プウェイ往復乗車券
旭岳の標高約1,100～1,600を結ぶロープウェイです。

ポプラファ－ム小樽店

■標津サ－モン科学館

お買い物　￥1,000分の利用チケット■フラノマルシェ

※季節により変動あり

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

■新千歳空港店　08：00～20：00

ポプラファ－ム小樽店

ここだけの味サンタのヒゲ引換券(Sサイズ【大】) 10：30～18：30(L.O18:00)

※万が一メロンの在庫不足により販売中止の場合は、

入館券 営業時間　9：30～17：00（入館受付16：30まで）

営業時間：9：00～17：00（10/1～10/31）

食事は11:00～(LOクローズは60分前まで)

※5～10月は無休

4月は水曜日休館（水曜日が祝日の場合は翌日）

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

※5/1～6/30は6便12：00の運行はありません。

お買い物・お食事　￥1,000分の利用チケット

　お買い物　￥1,000分の利用チケット

片道約10分

　　となり、11便の17：00が最終便となります。

※9/1～30は10便の16：00が最終便となります。

無休

不定休

北海道スイ－ツ　商標登録・ここだけの味サンタのヒゲ引換券

なし

阿寒湖遊覧船1周＆マリモ観覧

阿寒湖の絶景を満喫できる遊覧船一周コ－スです ※4/1～30は不定期運行の為お問い合わせください。

★催行人数に満たない場合は、運休する場合があります。

知床観光船（カムイワッカの滝航路） 便名 出発時間

※4月28日～5月31日の12：30発は臨時便となりますので、運航状況についてはお問合せください。

運航期間 所要時間

1便 8：15発

4/28～10/25
約1時間半のカムイワッカの滝航路をお楽しみください 2便 10：30発

3便※ 12：30発

4便

1時間30分

14：30発

大型客船の為揺れも少なく安心。

1,000円分のお買い物券として利用可能なマルチク－ポン

内容および提出場所 その他施設名
14　旭川 The Sun 蔵人 　お買い物　￥1,000分の利用チケット

25　紋別・千歳 ■出塚水産

※1,000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

22　阿寒湖 ■阿寒観光汽船

なし

営業時間　

■紋別本店　08：30～18：001,000円分のお買い物券として利用可能なマルチク－ポン

※1便は6：00、2便の8：00以降から1時間毎に定期運航

7/1～8/315便 16：30発

　　ＴＥＬ：0163-86-1896
　　　所在地：北海道礼文郡礼文町香深村字尺忍 ※1000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

　　　香深フェリーターミナル２Ｆ

　　　所在地：北海道斜里郡斜里町ウトロ東107番地

26　知床

28　礼文島 ■武ちゃん寿し　 　￥1,000分の利用チケット
食事券として利用可能なク－ポン

※1000円を超えた場合は差額を現金にてお支払いください

■道東観光開発株式会社

　　ＴＥＬ：0152-24-2147

　￥1,000分の利用チケット
食事券又は買い物券として利用可能なマルチク－ポン


