
■2泊3日出発日別代金区分カレンダー＆基本代金（おひとり様／大人・こども同額）［補助金割引済み］

A B C
4～5名1室
3名1室
2名1室

単位：円
20,300  20,800  22,800 
20,800  22,800  26,800 
21,800  25,800  29,800 

※□－は出発日の設定がございません。
2月

日 土金木水火月
C B

A A B C C － －

C B B B B C C

B B B B B C C

A A A － －

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

※がんばろう北海道限定のポイントとなります。

ビッグホリデー

・下記記載の施設の中から１ヶ所でご利用いただけます。
・無料の乳児のお子様には付きません。

観光 交通買物食事
メニューがいっぱいの

函館市電＆バス共通1日乗車券 函館山ロープウェイ往復乗車券

■引換場所：
①函館空港到着ロビ－内案内カウンタ－
　TEL：0138-57-8881 営業時間：7：45～19：20
②函館駅前函館バス乗車券販売窓口
　TEL：0138-22-8111  営業時間：7：30～19：00
■ご案内：乗車券は引換日のみのご利用です。

■引換場所：乗車券売場
■営業時間：1/7～2/28 10：00～21：00（下り最終）
■TEL:0138-23-6288
■ご案内：往復乗車券/乗車時間：約3分
※悪天候や整備点検の為運休となる場合があります。

■引換場所：展望券売場
■営業時間：9：00～18：00（1/7～2/28）
■TEL：0138-51-4785

函館市電と函館バス 函館山ロープウェイ
五稜郭タワ－展望券

五稜郭タワー
函館朝市 栄屋1,000円利用券

函館朝市　栄屋

函館 函館 函館 函館

函館市電と函
館バスが1日乗
り放題です。

人気の函館の夜景
をぜひ一度お楽し
みください。

展望台から五稜郭
の大地に輝く星型
の眺望がご覧いた
だけます。

食事券又は買い物
券として利用可能
なマルチクーポン

イメージ（H）
イメージ（R）

イメージ（R）

　　さっぽろテレビ塔展望入場券と
人気銘菓セットプラン

柳月  三方六studio店
1,000円分利用券

後藤純男美術館入館券と
スイーツ券

釧路フィッシャ－マンズワーフ
MOO 1,000円利用券

出塚かまぼこ水産1,000円利用券 オホーツクタワー展望入場券

オホ－ツク流氷館入館券+
流氷ソフト又はコ－ヒ－

流氷科学センタ－「展示室」＆
「映像ホ－ル」セット券

夢食館 北市場
1,000円利用券

　　和商市場カネシマ嶋田商店
1,000円利用券

フラノ・マルシェ 1,000円分
利用チケット

BUFFET ＆ CAFE omp
お食事券1,000円分

「雪の美術館入館」+「旭山
動物園入園」2館セット券

The Sun 蔵人 お買物券
1,000円分

北の屋台 お食事券1,000円分 標津サーモン科学館入館券

旭岳ロ－プウェイ往復乗車券

さっぽろテレビ塔

柳 月

札幌

千歳

旭川

富良野

釧路

紋別・千歳

釧路

紋別 紋別 稚内

網走 網走

富良野

旭川 旭川

帯広 標津

旭岳

千歳・小樽 小樽 昭和新山

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
ブラックサンダー』の人
気銘菓と展望入場券が
セットになりました。

札幌もいわ山ロープウェイ＆
もーりすカー往復乗車券

ＬｅＴＡＯ（ルタオ）1,000円分利用券 商標登録サンタのヒゲ引換券

札幌もいわ山ロープウェイ

ＬｅＴＡＯ（ルタオ）

アルティモール東神楽店

後藤純男美術館

釧路フィッシャ－マンズワーフMOO

出塚水産（株） オホ－ツク・ガリンコタワ－

北海道立オホ－ツク流氷科学センタ－
夢食館 北市場

カネシマ嶋田商店
オホ－ツク流氷館

フラノ・マルシェ 北の起業広場協同組合 標津サーモン科学館

博物館網走監獄入場券
博物館網走監獄

「雪の美術館」+「旭山動物園」
The Sun 蔵人 本店 旭岳ロ－プウェイ

ポプラファーム 有珠山ロ－プウェイ

札幌

「日本新三大夜景」に
認定された夜景は、札
幌市街を一望できる
ビュースポット！

山頂では洞爺湖と
過去最大級の噴火
口が一望できます！

旭岳の標高約1,100
～1,600mを結ぶ
ロープウェイです。

サケの不思議を体感
できたり、チョウザメ
の指パク体験が人気
の水族館です。

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。

紋別港第３防波堤の
先端にそびえる世界
初の氷海海中展望
塔の入場券です。

一年を通じて流氷を
体感できる世界初の
科学センタ－

明治期に建てられ
た網走刑務所の建
造物を移築し復元！
北海道開拓と監獄
受刑者をテ－マと
した歴史博物館。

日本画の美術館鑑賞と
十勝岳連峰を望めるレ
ストラン「ふらのグリ
ル」でのスイーツ券付

オープンで開放感
あるライブキッチン
ブッフェです。

カフェやテイクアウト
ショップなど館内施設
で1,000円分のご利
用ができます

1,000円分のお食事
券として利用可能な
クーポン

雪をイメージした神秘的
な「雪の美術館」入館券と
人気の「旭山動物園」入園
券のセット

イメージ（H）■引換場所：店舗会計時
■営業時間：6：00～14：00（ラストオーダー13：30）
■TEL：0138-23-3714
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

北のグルメ  お買物・お食事
1,000円券

有珠山ロ－プウェイ往復乗車券

北のグルメ

札幌

食事券又はお買物
券として利用可能
なマルチクーポン

1,000円分の
買い物券とし
て利用可能な
クーポン

1,000円分のお買
物券として利用可
能なクーポン

食事券又はお買物
券として利用可能
なマルチク－ポン

オホーツクで獲れた新鮮
な魚を使用したかまぼこ
を販売。店頭で揚げたて
を試食もできます。

夢食館 北市場に
て食事券又は買
い物券として利
用可能なマルチ
ク－ポン

1,000円分のお買
物券として利用可
能なクーポン

1,000円分の食事券・買い物券
として利用可能なクーポン

メロンの上にさっぱり味
のソフトクリームをトッピ
ングした北海道スイーツ

元祖さっぽろラーメン横丁
ラーメン1杯（800円分）

元祖さっぽろラーメン横丁

札幌

16店舗の中からお好き
な店で、お好きなラーメ
ン（800円分）が堪能で
きます。

イメージ（H）
■引換場所：受付窓口カウンター
■営業時間：9：00～22：00　■TEL:011-241-1131
■ご案内：お菓子は入場時に袋に入れてお渡しします。
※1/1は整備点検の為休業となります。

イメージ（H）
■引換場所：山麓駅4階窓口
■営業時間：1/7～2/28  11：00～22：00（上り最終21：30）
■TEL:011-561-8177

イメージ（H）

■引換場所：店舗入場時に係員にお渡しください。
■営業時間：10：00～03：00／無休
※営業時間・休業は店舗によって異なります。
■ご案内：お釣りは出ません。800円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）■引換場所：店舗会計時
■営業時間：6：00～17：00（売店）、
　7：00～15：00・LO14:30（レストラン）
■TEL：011-621-3545
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）
■引換場所：店舗会計時
■営業時間：新千歳空港ターミナルビル２階  8:00～20:00／無休｠
■TEL：0123-45-0036
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）■引換場所：店舗会計時
■営業時間：●小樽洋菓子舗ルタオ本店＆ルタオ パトス（小樽）
　9:00～18:00（カフェは17：30まで※季節により変更あり）／無休
　TEL：0120-46-8825(フリーダイヤル)
●ドレモ ルタオ（千歳）
　10:00～18:00（カフェは17：30まで※季節により変更あり）／無休
　TEL：0123-23-1566
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の場合は、
　差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）
■引換場所：入場券購入窓口
■営業時間：8：15～16：45
　（下り最終）
　※月により運行時間に変動あり。
■TEL:0142-75-2401
■ご案内：往復乗車券／片道約６分
※悪天候や整備点検の為運休となる場合があります。

イメージ（H）

■引換場所：店舗会計時に係員に
　お渡しください
　●ポプラファーム小樽店
■営業時間：10：30～18：30 ／通年営業（不定休）
■TEL:0134-34-1772（小樽）
■ご案内：メロンの在庫不足により販売中止の場合は、
　代替商品とお引換いたします。（お釣りは出ません）

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：ランチ/11：30～15：00（LO：14：00）、
　　　　　 ディナー/17：30～21：00（LO：20：00） ※年中無休
■TEL：0166-76-4111　ALTIMALL内　
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）
雪の美術館／イメージ（H）

イメージ（H）

■引換場所：入場券購入窓口
■営業時間：9：00～16：00
　（下り最終）
　※季節により変動あり
■TEL:0166-68-9111
■ご案内：片道約10分の毎時15～20分間隔にて運行
　※悪天候や整備点検の為運休する場合があります。

イメージ（H）

■引換場所：店舗会計時
■営業時間：
　8:00～19:00／無休
　■TEL：0166-66-3961
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

■引換場所：雪の美術館のみ（旭山動物園では引換不可）
■営業時間：雪の美術館：9：00～17：00
　旭山動物園:開園時間（1/7～2/28）10：30～15：30
　(入園は15：00まで)※その他の期間はお問合せください。
■TEL:雪の美術館：0166-73-7017　旭山動物園：0166-36-1104
■ご案内：お問合せ＆チケット引き換えは、必ず雪の美術館にてお願い
　します。（旭山動物園は引換不可）

イメージ（H）
■引換場所：入館受付
■営業時間：9：00～16：00（1/7～2/28）
■TEL:0167-45-6181
■ご案内：展示替え等で臨時休館する場合があります。

イメージ（H）■引換場所：受付カウンター
■営業時間：10：00～19：00
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）

■引換場所：
　各店舗（屋台）にて精算時
■営業時間：18:00～24:00
　※営業時間・定休日は店舗によって異なります。
■TEL：0155-23-8194
 （北の起業広場協同組合／平日10:00～18:00）
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）■提出場所：入館受付
■営業時間：9:30 ～17:00（入館受付は16:30まで）
　※2月は水曜日休館（水曜日が祝日の場合は翌日）
　　1月は閉館
■TEL：0153-82-1141

イメージ（H）■提出場所：店舗会計時
■営業時間：10：00～19：00
（レストランゾーンは22:00まで）
■TEL:0154-23-0600
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）
■提出場所：店舗会計時
■営業時間：8:00～17:00
■TEL:0154-23-7535　■休業日:不定休
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。

イメージ（H）
■引換場所：館内窓口
■営業時間：9：00～16：３0（1・2月）
■TEL:0152-43-5951

イメージ（H）

■引換場所：入場窓口　■営業時間：9：00～17：00
■TEL:0152-45-2411

イメージ（H）
■引換場所：店舗会計時
■営業時間：8：00～17：00　■TEL:0162-24-5430
■ご案内：お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の
　場合は、差額を現金でお支払いください。イメージ（H）

■引換場所：入場券購入窓口
■営業時間：9：00～17：00
　（受付16：30まで）
■TEL:0158-23-5400イメージ（H）

■引換場所：入場券購入窓口
■営業時間：10:00～17:00
　（最終入館時間 16:30）
■TEL：0158-24-8000

イメージ（H）■引換場所：店舗会計時会計時
■営業時間：●紋別 8:30～18:00　
　　　　　  ●千歳空港 8:00～20:00
　TEL:0158-23-2012（紋別）　TEL:0123-45-8533（新千歳空港）
■ご案内:お釣りは出ません。1,000円を超えてご利用の場合は、
　差額を現金でお支払いください。

まるごとクーポンおひとり様1枚付！！おひとり様1枚付！！
まるごとクーポンのご案内

※本コースにお申し込みで、2019年1月7日～2月26日出発のお客様が対象となります。　※ご利用は、同一グループ・同一メニューの利用限定となります。
※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・祭事による貸切の為ご利用いただけない場合がございます。　
※事前予約が必要な施設の場合、手続きはお客様ご自身で行なってください。その他の施設も事前にご確認いただき、ご予約されることをおすすめいた
します。（ご利用施設によっては事前予約できない場合がございます。）
※施設情報内の営業時間（　）内は最終受付時間です。　※施設の都合により内容の変更・中止となる場合がございます。
※未使用の場合でも払い戻しは致しません。　※各施設の注意事項は「出発のご案内」をご覧ください。

　　　　　　　　（阿寒エアポートライナーにて移動）　　　　　　　　釧路空港（13:00頃着）

1

3

2

日
程 行　程

宿泊地

羽田空港(12：15発)   　　　　　　　　　   　　　根室中標津空港(13:55頃着)

ひがし北海道エクスプレスバス５号（14：30発）　　　　　  　　羅臼道の駅

　　　　　知床ウトロ温泉（18：35頃着）

ホテル　　  　　　　　ひがし北海道エクスプレスバス２号（8：45発）

オシンコシンの滝（約15分）　　おーろらターミナル（約60分・網走流氷観光砕氷船 おーろら乗船）

    　　　　道の駅流氷街道網走（自由昼食）　　　  ひがし北海道エクスプレスバス２号（12：45発）

　　　摩周湖第一展望台（約30分）　　　　鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ（約15分）

　　　　阿寒湖温泉（17:45頃着）

釧路空港（13:45発） 羽田空港（15:30着）

知床ウトロ温泉（泊） 

阿寒湖温泉（泊） 

742便

食
事

朝

×
夕

朝

×
×

×
夕

×

ホテル（各自又はホテル送迎にて移動）　

（阿寒定期路線バスにて移動）

阿寒湖バスセンター（10：25発）

丹頂の里（11:05着／12:35発〔約90分〕）

つるい

「阿寒マルシェ」でお買い物や「阿寒国際ツルセンター（別料金：470円）」でタンチョウの観察もできます！

３７７便

旅行代金は基本代金に各種割増代金を加算した
金額になります。

フライトの追加代金は必要ありません。

1泊目宿泊ホテル　 知床ウトロ温泉 

■道路建物側洋室、バス・トイレ付（2～3名）
■IN  15：00　■OUT  10：00
■JR知床斜里駅より車で約60分
■夕・朝食：バイキング（レストラン）　

基本ホテル
キキ知床 NATURAL RESORT（館指定なし）

ホテルグレードアッププラン
北こぶし知床 HOTEL & RESORT

夕・朝食付

566件の口コミを参考にしています
外観（H）外観（H）

2 泊目宿泊ホテル　 阿寒湖温泉 

■本館 和室、バス・トイレ付（2～4名）
■IN  15：00　■OUT  10：00
■釧路空港より車で約60分
■夕・朝食：バイキング（レストラン）　

■和室、バス・トイレ付（2～5名）
■IN  15：00　■OUT  10：00
■JR釧路駅より車で約120分
■夕食：和食会席（レストラン）
　朝食：和食セット（レストラン）　　

基本ホテル
ホテル阿寒湖荘

ホテルグレードアッププラン
あかん遊久の里 鶴雅

夕・朝食付

116件の口コミを参考にしています

外観（H）外観（H）

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

596件の口コミを参考にしています
庭園露天風呂（H）庭園露天風呂（H）

ゆ　く さと つ る が

●基本代金に含まれるもの　往復航空運賃（包括旅行割引運賃適用）、宿泊代、
行程表に記載されている食事代、ひがし北海道エキスプレスバス代(※)、エア
ポートライナー又は定期路線バス代(※)、流氷観光砕氷船おーろら号(※)、
ANA FESTAクーポン代(※)、旅客施設使用料　
　※ご利用にならなかった場合でも返金はございません。
●基本代金に含まれないもの　ホテル割増代金、行程表に記載されていない食事
代、特に記載されていない、現地での入場観光料及び交通費、その他個人的費用

　※こちらのコースはがんばろう北海道限定ポイント対象外となります。
●最少催行人数　２名　※大人１名・こども１名は大人２名の代金となります。
●添乗員　同行いたしません。現地での手続きは各自にて行ってください。

　また、天候・気象状況になどにより欠航になる場合がございます。欠航の場合は旅
行終了後、おとな2,970円、こども1,490円を返金いたします。
●３日目　阿寒エアポートライナー・定期観光バス　
　座席数に限りがあり、事前予約はできません。また、バスは定刻に出発しますので
ご注意ください。運行は阿寒バス（株）となります。
■基本代金には国（道）の補助金（負担金）により、上記金額の補助金が助成済みです。
■観光復興を目的としている為、ビジネス目的の方、ノーショウ（不泊）を行なった場
合は補助の対象外となります。
■取消料は補助金が助成された旅行代金が基準となります。取消料はご旅行条件
の項目5（裏面）に準じます。

●1・２日目　ひがし北海道エキスプレスバス
　座席は全席禁煙で自由席となります。また、他のお客様と混乗となります。
■運行会社：網走バス（株）、阿寒バス（株）、斜里バス（株）、網走観光交通（株）、
　北紋バス（株）、女満別ハイヤー（（株）ジャパンリムジンサービス）、
　（有）清里ハイヤー、（有）北光ハイヤー
■運行：一般社団法人ひがし北海道自然美への道DMO交通ネットワーク推進部会
■お問い合わせ：（TEL）0152-45-5665
●２日目　流氷観光砕氷船おーろら
　流氷は自然現象の為、ご覧になれない場合がございます。ご覧になれなかった
場合の返金はございません。

※途中、丹頂の里に立ち寄らない場合、エアポートライナーにて直接釧路空港へ行くこともできます。

宿泊日／1室人数

2/1・2、2/14～16
2/3～13、2/23
2/17～27

4名 3名 こども2名

タンチョウ／イメージ（SKP）タンチョウ／イメージ（SKP）

（ロビー）

D 0 － 1 3 8 4 － F F 3 0 0 2コースコード

行程内の橙文字は入場観光、青文字は下車観光です。
（　）内は観光時間の目安です。

9,500 11,500 13,000 8,000 
8,500 10,000 11,500 7,000 
5,500 7,500 9,000 5,000 

全日
全日
全日

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

宿泊日／1室人数

2/5～23

2/1～4、
2/24～26

3名 こども2名

3,000 5,000 1,000

1,000 3,000 割増なし

全日

全日

温泉

大浴場

露天風呂

貸出用車いす貸出用車いす

シャワートイレ

マ
ー
ク
の
見
方

Wi-Fi

禁煙ルームを
ご用意

ご用意

全室
禁煙ルーム

全室

禁煙ルーム
選択可
（申込時）

選択可

（ロビー）

全室

全室

知床・阿寒知床・阿寒 ３日間

摩周湖

鶴居・伊藤タンチョウ
サンクチュアリ
鶴居・伊藤タンチョウ
サンクチュアリ

知床ウトロ温泉

根室中標津空港

釧路空港

阿寒湖温泉

流氷砕氷船
おーろら

餌が少ない冬場の給仕活動やタン
チョウ保護活動を行うネイチャーセ
ンターがあり、ネイチャーセンター
（火・水曜日休館／入館料無料）から
は望遠鏡で見学もできます。2月に
は1日100羽前後のタンチョウが集
まり、タンチョウの生態を間近で知
ることのできるスポットです。

純白の流氷群の中を砕氷船で分け入りま
す。美しい流氷の眩しさと船体に流氷がぶつ
かる迫力満点の音をたっぷり堪能!
※流氷は年々減少しているため、ご覧いただけない場合が
ございます。明らかに流氷が見られない場合でも、ご旅行を
取り消しされる場合は通常の取消料が必要となります。

鶴居・伊藤
タンチョウ
サンクチュアリ

往
復往路：羽田空港→根室中標津空港

復路：釧路空港→羽田空港
知床ウトロ温泉 
阿寒湖温泉

宿泊2泊 ひがし北海道
エクスプレスバス

1
日
目

2
日
目

流氷観光砕氷船おーろら
乗船券

2
日
目

阿寒空港連絡バス又は
阿寒エアポートライナー

3
日
目

流氷観光砕氷船おーろら2
日目

摩周ブルーと雪の白
のコントラストが美し
い神秘の湖。

摩周湖2
日目

2
日目

つる　 い

乗船券
付

羅臼道の駅

感動ポイント!

ひがし北海道エキスプレスバスで巡る

摩周湖（SKP）摩周湖（SKP）流氷観光砕氷船おーろら（H）流氷観光砕氷船おーろら（H）

流氷と丹頂の冬物語流氷と丹頂の冬物語

■洋室、バス・トイレ付（2名）
　和室、バス・トイレ付（3～6名）
■IN  15：00　
■OUT  10：00
■JR知床斜里駅より車で約60分　
■駐車場／無料
■夕・朝食：バイキング（レストラン）

外観（H）外観（H） ロビーH）ロビーH）

全室
279件の口コミを参考にしています

30,000円以上40,000円未満
40,000円以上50,000円未満

50,000円以上

18,000円
24,000円
30,000円（上限）

泊数

2
泊

おひとり様あたりの旅行代金

◆おひとり様につき／大人・こども同額
補助金（負担金）額

※こども（３～１１歳）、添い寝（３～５歳）、無料の乳児
（３歳未満）の適用条件は、裏面のインフォメーション
「旅行代金について」をご覧ください。

ご
案
内

❶ ❷


