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「レンタカーでお得 北海道ＥＴＣふりーぱす」地域寄り道特典・サービス

市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容 所在地（住所） 最寄ＩＣ 電話番号 営業時間 営業日の注意点

厚岸町 道の駅 厚岸グルメパーク

館内にて、お食事･お土産などお買い上げ金額よ
り５％OFF
※但し、現金のみのお取扱いとなります。電子マ
ネー･クレジットによるご精算は対象外となります。

厚岸郡厚岸町住の江2丁目2番地 阿寒ＩＣ 0153-52-4139

【本館】AM9:00～PM9:00
【レストラン】AM11:00～PM7:00
【炭焼あぶりや】AM11:00～
PM8:00
【総合展示販売】AM9:00～PM7:00

【定休日】　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/28～1/2）
※但し、7,8月は定休日がありません。
※左記は、４月～10月までの営業時間とし、季節
により変動いたします。

 新得町 新得そばの館 お食事より10％引き 上川郡新得町基線102番地 十勝清水ＩＣ 0156-64-5888 9：00～19：00 無休

 帯広市 ばんえい十勝
【入場料】
15歳以上100円→　無料

帯広市西13条南9丁目
帯広競馬場

芽室帯広ＩＣ 0155-34-0825 13:00～20：40
【定休日】
毎週火曜日～金曜日

 道の駅おとふけ（特産センター）
ソフトクリーム（200円以上）を50円引
※販売期間中のみ（例年は10月初旬まで）

河東郡音更町木野大通西19丁目5番地 音更帯広ＩＣ 0155-31-8511
5～9月　9：30～18：30
10～4月　9：30～17：30

5～9月　無休
10～4月　月曜休（祝日の場合は翌日休）
年末年始休

  道の駅おとふけ（中華バイキング桃花）
ランチ・ディナーとも
大人50円引、小人30円引

河東郡音更町木野大通西19丁目5番地 音更帯広ＩＣ 0155-30-2302

ランチ
11：00～15：00（LO14：00）
ディナー
17：30～21：00（LO20：00）

月曜休及び年末年始休（12/31～1/3）

 北海道立十勝エコロジーパーク
・コーヒー1杯　100円→無料
・ソフトクリーム1個　250円→200円

河東郡音更町十勝川温泉南18丁目1番地 音更帯広ＩＣ 0155-32-6780
9：00～17：00
（キャンプ場・コテッジエリア除く）

年末年始休園（12/29～1/3）

 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル
オンドル(岩盤浴)　200円→無料　※大人の方のみ
(宿泊者の方のみ)

中川郡幕別町字依田384番地の１ 音更帯広ＩＣ 0155-56-2121
チェックイン　　15：00～
チャックアウト　～10：00

無休

 
十勝幕別温泉グランヴィリオホテル
日帰り健康ランド「華のゆ」

オンドル(岩盤浴)　200円→無料　※大人の方のみ 中川郡幕別町字依田384番地の１ 音更帯広ＩＣ 0155-56-2121
平日　　　　11：00～23：00
土・日・祝　10：00～24：00

受付は閉館30分前まで

 道の駅さらべつ ソフトクリームwithスモモジャム　350円→300円 河西郡更別村字弘和464番地1 更別ＩＣ 0155-53-3663 9：00～18：00 年末年始休館（12/31〜1/5）

 さらべつカントリーパーク
宿泊者に限り「どんぐりのむらポテトチップス」1袋
プレゼント

河西郡更別村字弘和541番地62 更別ＩＣ 0155-52-5656 8：00～17：00（センターハウス）
年末年始（12/31〜1/5）休み
※冬期間一部閉鎖する施設あり

 池田町
池田ワイン城
1Fショッピングエリア　ふるさといけだ

ソフトクリーム　1個　320円→270円 中川郡池田町清美83 池田ＩＣ 015-572-4040 9：00～17：00 年中無休（年末年始除く）

 本別町 道の駅ステラ★ほんべつ
ソフトクリーム
カップ、コーン、ワッフル各50円引き
※他の割引と併用不可

中川郡本別町北3丁目1番地1 本別IC 0156-22-5819
5～9月　9：00～19：00
10～4月　9：00～18：00

年末年始休み
レストランのみ毎週火曜定休

 芽室町
芽室町観光物産協会
ゆめ広場　呼路歩来

店舗販売商品１０％引き 河西郡芽室町本通２丁目１０番地１ 芽室ＩＣ 0155-66-6522
営業時間
平日　9：00～18：00
土・日・祝　10：00～17：00

「レンタカーでお得 北海道ＥＴＣふりーぱす」ご利⽤の⽅限定！道内各地の優待施
設で特典を受けることができます。
下記の優待施設で「申込完了メール」画⾯もしくはプリントアウトを提⽰してくだ
さい。・実施期間：平成28年7⽉15⽇（⾦）〜 平成28年11⽉9⽇（⽔）

音更町

幕別町

更別村

別添３

 深川市 深川市音江町字広里59番7 深川IC 0164-26-3636

【受付】
10:00～16:00
道の駅総合案内所にて

【実施期間】
平成28年6月1日から平成28年10月23日まで

 新篠津村 しんしのつ温泉たっぷの湯
日帰り入浴半額
大人（中学生以上）　500円→250円　　小学生
250円→120円

石狩郡新篠津村第４５線北２番地 岩見沢ＩＣ 0126-58-3166 10:00～23:00 7月・8月・9月を除く毎月第3月曜日は休館

 サケのふるさと千歳水族館

団体割引料金適応
（大人800円→600円・高校500円→400円・小中
300円→200円）
オリジナルサケペーパークラフト小　1個プレゼント

千歳市花園2丁目312番地　サーモンパーク
千歳内

千歳ＩＣ 0123-42-3001 9:00～17:00 年末年始および2月中旬から2月一杯休館

 レイクサイドヴィラ翠明閣
館内レストラン『azzurro』アズーロのランチコース
料金(１８００円　２８００円　４０００円　各税別）を
10％引き。

千歳市支笏湖温泉 千歳ＩＣ 0123-25-2131 11：30～15：00
団体貸し切りの場合があるので要事前予約。ラ
ストオーダーは14時まで

 丸駒温泉旅館

日帰り入浴通常料金
大人（中学生以上） 1,000円
子供（小学生） 500円
幼児（3歳以上） 200円（税込み） のところ　日帰り
入浴料金２０％ＯＦＦ

千歳市幌美内7番地 千歳ＩＣ 0123-25-2341
日帰り入浴の受付時間
午前10：00～15：00

 休暇村支笏湖

日帰り入浴通常料金
大人￥720　小学生￥410
幼児（4歳以上）￥210円（税込み）のところ　日帰り
入浴料金100円割引

千歳市支笏湖温泉 千歳ＩＣ 0123-25-2201
日帰り入浴の営業時間
11：00～16：00
（火曜日・水曜日13：00～16：00）

 ゆにガーデン
６月～９月　入園料（５名まで）
大人　620円→420円
小学生　300円→250円

北海道夕張郡由仁町伏見１３４－２ 追分町ＩＣ 0123－82－2001
６月～８月　10：00～18：00
９月、10月　10：00～17：00
※土・日・祝日は9：00オープン

 ユンニの湯
入館料（５名まで）
平日600円→500円　土日祝日650円→550円
平成28年12月31日まで

北海道夕張郡由仁町伏見１２２ 追分町ＩＣ 0123－83－3800

日帰り入浴
6：00～8：00・10：00～22：00
8：00～10：00は清掃時間のため
入浴できません。

 薫りの里パークゴルフ場ゆにっＰＡ
プレー代（４名まで）
1,000円→800円　レンタルクラブ・ボール無料
Ｈ28クローズまで

北海道夕張郡由仁町伏見１３８ 追分町ＩＣ 0123－83－3213 ５月～10月　8：00～17：00

 
小樽朝里クラッセホテル
1階レストラン「シルフィード」

コーヒー1杯半額 小樽市朝里川温泉1丁目676　（高速朝里IC
より車で5分

朝里ＩＣ 0134－52－3800
レストラン営業時間10：00～21：00
（ラストオーダー20：00）

休日はなし　対応可能時間12：00～17：00

 オーンズ春香山ゆり園
入園料金半額　（大人８００円⇒４００円　小人３００
円⇒１５０円）

小樽市春香町３５７ 小樽ＩＣ 0134-62-2228 9:00～17:00

＊オープン７月２日～８月２８日
＊ナイターゆり園７月３０日、８月６日、１３日は夜
２２時まで営業

 にしん御殿 小樽貴賓館(旧 青山別邸)
旧 青山別邸入館料　大人(中学生以上)1,080円を
100円引きの980円

小樽市祝津3丁目63番地 小樽ＩＣ 0134-24-0024
9：00～17：00
※最終入館は30分前まで

 運河プラザ
2番庫物産コーナーでのお会計から10％OFF（一
部除外品有）

小樽市色内2丁目1-20 小樽ＩＣ 0134-33-2555
9:00-18:00
※夏季時間延長有り

 洞爺湖町 火山科学館
入館料10％割引
大人600円→540円、小人300円→270円

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5
虻田洞爺湖Ｉ

Ｃ
0142-75-2555 9:00～17:00 年末年始休館

道の駅　真狩フラワーセンター 1,000円以上買物をすると、5％OFF 真狩村字光8-3 豊浦IC 0136-48-2007 9:00～18:00

真狩村

千歳市

由仁町

小樽市

「北海道ライスランドふかがわ王国謎解き探偵団認定パスポートをプレゼント。
深川市内27店舗で特典が受けられます。

まっかり温泉 入浴料金から100円引き 真狩村字緑岡174-3 豊浦IC 0136-45-2717 10:30～21:00


