
特典１ シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 

 

 

 

 

●特典のご利用は、「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールをプリントアウトしたもの、または申込完了メール受信画面をご提示

いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設 HP でご確認ください。 

 

優待施設 最寄 IC 割引内容・特典内容 
シーニック 
バイウェイ 
ルート名 

ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 
住所：虻田郡ニセコ町字中央通 33 番地 
電話：0136-44-1100 

後志道 
余市 IC 

黒松内新道 
黒松内 IC 

日帰り入浴料金（大人のみ）50 円引き 

支笏洞爺ニセコ 
ルート 

支笏湖 丸駒温泉旅館 
住所：北海道千歳市幌美内 7 番地 
電話：0123-25-2341 

道央道 
千歳 IC 

日帰り入浴料金を 20%引き 

支笏洞爺国立公園 休暇村 支笏湖 
住所：千歳市支笏湖温泉 
電話：0123-25-2201 

道央道 
千歳 IC 

日帰り入浴料金を 100 円引き 

後藤純男美術館 
住所：北海道空知郡上富良野町東 4 線北 26 号 
電話：0167-45-6181 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

三笠 IC 
道東道 
占冠 IC 

A. 後藤純男美術館入館料 100 円引き 
(小人は 50 円引き) 

B. レストランふらのグリルお食事の方
にコーヒーサービス 
（1 回の提示で 9 名様まで） 

大雪・富良野ルー
ト 

サロベツ湿原センター 
住所：天塩郡豊富町上サロベツ 8662 
電話：0162-82-3232 

豊富バイパス 
豊富サロベツ

IC 

来場者記念品プレゼント(ポストカード) 
※センター窓口にてお申し出ください。 

宗谷シーニックバ
イウェイ 

コル・アカン 
住所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉 2 丁目 2-22 
電話：0154-67-3366 

道東道 
阿寒 IC 
足寄 IC 

ジェラート 1 個無料トッピング 
釧路湿原・阿寒・
摩周シーニックバ
イウェイ 

道の駅しかべ間歇泉公園 
住所：茅部郡鹿部町字鹿部 18 番地 1 
電話： 01372-7-5655 

道央道 
大沼公園 IC 

森 IC 

道の駅内にて、税抜き 1,000 円以上お
買い上げの際に、100 円割引券を進呈 

函館・大沼・噴火
湾ルート 

てしお温泉 夕映 
住所：天塩郡天塩町字サラキシ５８０７番地 4 
電話：01632-2-3111 

豊富バイパス 
幌延 IC 

入浴料 １００円引き 
萌える天北オロロ
ンルート 

道の駅 ピア２１しほろ 
住所：河東郡士幌町字士幌西 2 線 134-1 
電話： 01564-5-3940 

道東道 
音更帯広 IC 

１グループ４名様まで、ソフトクリーム
５０円引き 

十勝シーニックバ
イウェイ十勝平
野・山麓ルート 

道の駅 ガーデンスパ十勝川温泉 
住所：河東郡音更町十勝川温泉北 14 丁目 1 
電話：0155-46-2447 

道東道 
音更帯広 IC 

スパ入場料割引  
大人 1,500 円→1,300 円、 
小人（4-12 才）600 円→500 円 
（1 回の提示で 4 名様まで） 

十勝シーニックバ
イウェイ トカプ
チ雄大空間 とかち大平原交流センター 

住所：帯広市川西町基線 61 番地 
電話：0155-53-4780 

帯広広尾道 
帯広川西 IC 

十勝のお豆を使ったアクセサリー
「LOCAL BEANS Collection」100
円引き（通常価格 500 円を 400 円に
て提供、1 回の提示で１グループまで） 

温泉旅館 矢野 
住所：松前郡松前町福山 123 
電話：0139-42-2525 

函館江差道 
北斗茂辺地 IC 

お食事 1,000 円以上に 100 円割引 
どうなん・追分シ
ーニックバイウェ
イルート 

ギフトショップ「Clim（クリム）」 
住所：名寄市東１条南７丁目１－１０ 駅前交
流プラザ「よろーな」１Ｆ観光案内所 
電話： 01654-9-6711 

道央道 
士別剣淵 IC 

名寄産もち米使用「もち米玄米珈琲」ま
たは、カフェメニューからお好きなもの
を 1 名様につき 1 杯提供 

天塩川シーニック
バイウェイ 

レストラン「メイプルリーフ」 
住所：南幌町栄町１−１−８ 
電話：011-378-5310 

道央道 
江別東 IC 

お食事の方に、食後のアイスクリームを
プレゼント 

空知シーニックバ
イウェイ-体感未
来道- 

道の駅 厚岸グルメパーク 
住所：厚岸郡厚岸町住の江 2 丁目 2 番地 
電話： 0153-52-4139 

釧路外環状道路 
釧路別保 IC 

1F オイスターカフェ  
オイスター★モカ 50 円引き 知床ねむろ・北太

平洋シーニックバ
イウェイ 

明郷 伊藤☆牧場 
住所：根室市明郷 101 
電話：0153-26-2798 

釧路外環状道路 
釧路別保 IC 

商品を購入の方に、根室フットパス・オ
リジナルポストカード１枚プレゼント 
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http://www16.plala.or.jp/kiranoyu/
https://www.marukoma.co.jp/
https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
https://gotosumiomuseum.com/
http://sarobetsu.or.jp/swc/
https://ja-jp.facebook.com/cafe.corakan/
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/3174/
https://teshiospayubae.com/
https://pia21shihoro.jp/
http://www.tokachigawa.jp/
http://www.tokachigawa.jp/
http://www.tokachi-a-muse.jp/center/daiheigen-center/
http://www.matsumae-yano.com/
http://nayoro-kankou.com/
http://www.conchiglie.net/
https://www.akesatoitodairyfarm.com/


特典２ アウトレットの特典 

 

 

 

 

●特典のご利用は、｢北海道冬トクふりーぱす｣のご利用日に限ります｡ 

●｢北海道冬トクふりーぱす｣のお申し込み 1 件につき､1 回限り有効です｡ 

●｢北海道冬トクふりーぱす｣申込完了メールをプリントアウトしたもの、またはスマートフォンの申込完了メール受

信画面を受付窓口でご提示いただき、特典をご利用の旨をお申し出ください。 

 

 

■ 三井アウトレットパーク 札幌北広島 

 

●三井アウトレットパーク 札幌北広島にて、500 円分のお買物・お食事券をプレゼントします。具体的な特典の利

用方法につきましては、下表にてご確認ください。 

 
 
三井アウトレットパーク 札幌北広島 
住所：北広島市大曲幸町 3 丁目 7-6 
受付時間（引き換え可能時間）：10：00～20：00 

 
総合案内所に「北海道冬トクふ
りーぱす」申込画面をご提示で、
館内で 5,000 円（税込）お買い
上 げ 時 に ご 利 用 い た だ け る
500 円分のお買物・お食事券を
プレゼントします。 
 
 
 
 
 

 
※受付窓口 クローバー・モール１階総合案内所 

最寄 IC 
 

道央道 北広島 IC 

 

 

■ 千歳アウトレットモール・レラ 

 

●千歳アウトレットモール・レラにて、レラクーポンをプレゼントします。具体的な特典の利用方法につきましては、

下表にてご確認ください。 

 

 
千歳アウトレットモール・レラ 
住所：千歳市柏台南 1 丁目 2-1 
受付時間 10：00～19：00 

 
 
「千歳アウトレットモール･レラ」
にご来店いただいたお客さまに、参
加店舗でご利用いただけるレラク
ーポンをプレゼントします。 
 
 
 
 
 
 

 
※受付窓口 レラ アトリウム内インフォメーション 

最寄 IC 
 

道央道 千歳 IC 
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https://mitsui-shopping-park.com/mop/sapporo/
http://www.outlet-rera.com/


特典３ プリンスホテル特別宿泊プラン 

 

 

 

 

●道内４か所のプリンスホテルで、特別宿泊プランをご利用いただけます。 

●「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日の宿泊に限ります。 

●ホテルへの事前予約が必要です（満室の場合は利用不可）。 

●チェックインの際、「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールをプリントアウトしたもの、または申込完了メール

受信画面をホテルのフロントでご提示ください。 

●特別宿泊プランの詳細は、各プリンスホテル HP にてご確認ください。 

 

優待施設 

 
函館大沼プリンスホテル 

住所：亀田郡七飯町西大沼温泉 
電話：0138-67-1114 

 
札幌プリンスホテル 
住所：札幌市中央区南 2 条西 11 丁目 
電話：011-241-1111 

 
新富良野プリンスホテル 

住所：富良野市中御料 
電話：0167-22-1111 

 
釧路プリンスホテル 

住所：釧路市幸町 7-1 
電話：0154-31-1216 
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https://www.princehotels.co.jp/hakodate/plan/plan_nexco01/
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=019&search%3Ahid=019&plan_groupcd=V0NXCC&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=019&search%3Ahid=019&plan_groupcd=V0NXCC&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=024&search%3Ahid=024&plan_groupcd=VNNEXC&c=1&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=022&search%3Ahid=022&plan_groupcd=PH532C&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=022&search%3Ahid=022&plan_groupcd=PH532C&search=1&form=jp


特典４ 地域寄り道特典・サービス 

 

 

 

 

●特典は、「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールのプリントアウトしたもの、または申込完了メール受信画面をご提示

いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設 HP でご確認ください。 

 

 

優待施設 最寄 IC 割引内容・特典内容 

木古内の坊 孝行餅本舗 末廣庵 
住所：木古内町本町 237 
電話：01392-2-2069 

道央道 
大沼公園 IC 

当店銘菓「孝行餅」(小) 1 個プレゼント 

みそぎの郷きこないキッチンキーコ 
住所：木古内町本町 338-14 
電話：01392-2-3161 

道央道 
大沼公園 IC 

ソフトクリーム 50 円引き（グループ 1 名まで） 

Cafe&Sweets 壱番蔵 
住所：江差町姥神町 42-3 
電話：0139-52-5789 

道央道  
八雲 IC 

大沼公園 IC 

ケーキとドリンクを一緒にご注文で 50 円引き 
（2 名様まで） 

シフォンケーキ こころいろ 
住所：北斗市飯生 2-9-22 
電話：090-2056-6180 

道央道 
大沼公園 IC 

1,000 円以上お買い上げで、 
シフォンケーキ 1 ピースプレゼント 

道の駅 なないろ・ななえ 
住所：七飯町字峠下 380-2 
電話：0138-86-5195 

道央道 
大沼公園 IC 

「王様しいたけスープ」５０円引き 
（グループ５名様まで） 

ITALIAN  GOGO 
住所：函館市末広町 13-20 
電話：0138-23-0524 

道央道 
大沼公園 IC 

お食事された方ワンドリンクサービス 
（但しアルコール類は除く） 

SALTIM BOCCA 
住所：函館市末広町 13-25 
電話：0138-26-7611 

道央道 
大沼公園 IC 

クレープ全品 50 円引き 

八雲 くら屋 
住所：八雲町東雲町 64-1 
電話：0137-62-3231 

道央道  
八雲 IC 

1,000 円以上お買い上げにつきリーフパイ 1 個プレゼン
ト（お 1 人様） 

パフェ専門店 オーラエレガンテ 
住所：伊達市弄月町 15-5 
電話：0142-22-6336 

道央道  
伊達 IC 

お会計から 100 円引き 

室蘭うずら園 
住所：室蘭市石川町 282-5 
電話：0143-55-6677 

道央道  
室蘭 IC 

税込 3000 円以上お買い上げで燻たま（５個入り） 
１本プレゼント 

パフェ専門店 鬼姫の家 
住所：登別東町 1-12-31 
電話：080-2870-3175 

道央道  
登別東 IC 

トッピングサービス（グループ全員） 

ファームレストランウエムラ・ベース 
住所：白老町字石山 109-20 
電話：0144-83-4929 

道央道  
白老 IC 

ソフトドリンク（テイクアウト）1 杯（1 名）サービス 
※バーガー御注文のお客様に限る 

たこチョップ 美園店 
住所：苫小牧市美園町 2-2-9 
電話：0144-61-1194 

道央道 
苫小牧東 IC 

1000 円以上お買い上げで 100 円引き 

ドーナツ茶屋 ほんわか 
住所：恵庭市黄金南 7 丁目 18-4 
電話：0123-25-5346 

道央道  
恵庭 IC 

お会計から 10％off 

ARTLACZÉ 
住所：北広島市西の里 798-5 Farm 
SALLUZA 
電話：011-374-3636 

道央道 

北広島 IC 

ジェラートご注文の方アーモンドクッキートッピングサー
ビス（4 名様まで） 

パティスリー モンタンベール 
住所：北広島市東共栄 3-1-1 
電話：011-372-8160 

道央道 
北広島 IC 

1,000 円以上お買い上げで 5％off 
（12/24・12/25 は対象外） 

桑田屋 小樽本店 
住所：小樽市色内 1 丁目 1-12 
小樽運河ターミナル 1F 
電話：0134-34-3840 

札樽道  

小樽 IC 

ドリンクセットご注文の場合 100 円引き 
（グループ全員） 

別紙５ 

http://koukoumoti.com/
https://kikonai.jp/
http://ichibankura.sakura.ne.jp/contact.html
https://www.facebook.com/pages/category/Dessert-Shop/%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D-1659968227583911/
http://nanairo-nanae.jp/
http://nanairo-nanae.jp/
https://illy77.wixsite.com/italiangogo
http://kurayakashiho.co.jp/
http://www.uzura.co.jp/
http://wagyu-oukoku.com/
https://www.barkey-map.com/tako
http://artlacze.com/
http://www.montenver.jp/
https://kuwataya.jp/


 

余市ワイナリーカフェ＆ベーカリー 
住所：余市町黒川町 1318 
電話：0135-22-3375 

後志道  
余市 IC 

施設内でお買い物、お食事された方に 
ミニソフトサービス（1 組につき２名様） 

市川燻製屋本舗 岩見沢本店 
住所：岩見沢市大和 3 条 5 丁目 29 
電話：0126-20-0300 

道央道  
岩見沢 IC 

3,000 円以上のお買い上げで、 
300 円相当の商品ひとつプレゼント 

ナカヤ菓子店 
住所：砂川市東 1 条南 10 丁目 2-13 
電話：0125-52-2575 

道央道 
奈井江砂川 IC 

2000 円以上お買い上げで焼き菓子 1 個プレゼント 

岩瀬牧場 
住所：砂川市一の沢 237-６ 
電話：0125-53-5071 

道央道 
砂川 SA 

スマート IC 
ジェラートダブルサイズ 50 円引き（3 名様まで） 

Panettone 
住所：滝川市西町 3 丁目 1-9 
電話：0125-22-7100 

道央道  
滝川 IC 

パン購入の方に焼菓子プレゼント（グループ全員） 

洋菓子工房北いち輪 
住所：深川市 2 条 8-24 
電話：0164-22-3900 

深川・留萌道 
深川西 IC 

1000 円以上のお買い物で 100 円引き 

菓子司 一久庵 
住所：富良野市幸町 7-24 
電話：0167-23-2494 

道央道  
三笠 IC・滝川 IC 

道東道  
占冠 IC 

にこまる（どらやき）を 50 円引き（4 名様まで） 

Boulangerie Lafi 
住所：富良野市字西扇山 2 
電話：0167-23-4505 

道央道  
三笠 IC・滝川 IC 

道東道  
占冠 IC 

ホットコーヒーサービス（2 名様まで） 

菓子司 新谷 
住所：富良野市朝日町 4-7 
電話：0120-86-6411 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 

道東道  
占冠 IC 

1 グループ 3 名様以上のご来店で 
「へそのおまんぢう」1 個プレゼント 

Bellous Field Beach 
住所：旭川市緑町 12 丁目 2559-12 
ABC ヴィレッジ 2F 
電話：0166-73-7525 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

お食事された方セットドリンクサービス（ハンバーガー、
パンケーキ、サンドイッチ） ※ランチ限定 

FUKUYOSHI Café 旭橋本店 
住所：旭川市常盤通２丁目１９７０−１ 
電話：0166-85-6014 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

ミニソフト１つサービス（グループ全員） 

ハンバーガーショップ knuckle 
住所：北見市端野町 2 区 451-9 
電話：0157-56-2639 

旭川紋別道 
遠軽 IC 
道東道 
足寄 IC 

バーガーセット 50 円引き（1 名様） 

北見食品工業株式会社 直売店 
住所：網走市新町 1-1-11 
電話：0152-43-2730 

旭川紋別道 
遠軽 IC 
道東道 
足寄 IC 

お会計から 10％OFF（発送がある場合は送料除く） 

麦音 
住所：帯広市稲田町南 8 線西 16-43 
電話：0155-67-4659 

道東道 
音更帯広 IC 

自家製パンを１個以上購入の方ミニソフト１つプレゼント
（仕入れ商品を除く） 

十勝トテッポ工房 
住所：帯広市西 6 条南 17 丁目 3-1 
電話：0155-21-0101 

道東道 
音更帯広 IC 

お会計から 5％OFF 

十勝野フロマージュ 
住所：中札内村西 2 条南 7 丁目 2 
電話：0155-63-5070 

帯広広尾道 
中札内 IC 

ジェラートシングルサイズからダブルサイズへ変更可 
（グループ全員） 

Woody bell 
住所：足寄町南 2 条 1-22 
電話：0156-25-6101 

道東道  
足寄 IC 

ソフトクリーム 30 円引き（1 名様） 

くりーむ童話 本店 
住所：弟子屈町字跡佐登原野 65 線 

71-3 
電話：015-483-2008 

道東道  
足寄 IC・阿寒 IC 

ジェラート 50 円引き（5 名様まで） 

じぇらてりあ ぺじぶる 
住所：釧路市双葉町 10-19 
電話：0154-31-5388 

道東道  
阿寒 IC 

ジェラート ダブル 50 円引き（グループ全員） 

ぷちどーる芦野店 
住所：釧路市芦野 5-27-9 
電話：0154-39-3777 

道東道  
阿寒 IC 

1,000 円（別）以上お買い上げで焼菓子 1 つサービス 

https://yoichiwine.jp/wine/
http://www.ichikawakunseiyahonpo.com/
https://sweets-n.com/
http://www.iwasefarm.co.jp/
http://panettone-online.com/
http://baumkuchencom.baum-kuchen.com/
https://furanoikkyuan.shopinfo.jp/
https://www.facebook.com/BoulangerieLafi/
http://yukidoke.co.jp/
http://bellousfieldbeach.jp/
https://www.fukuyoshicafe.com/
http://knuckle-burger.net/
http://www.kitamishiyokuhin.co.jp/
https://www.masuyapan.com/shop/
http://www.toteppo-factory.com/
http://t-fromages.com/
http://cream-dowa.com/
https://nozomi946.net/jiritsu/html/paisible.html
http://www.petitdoll.com/


特典５ 道内スキーリゾート＆立ち寄り特典・サービス 

 

 

 

 

●特典のご利用は、「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールをプリントアウトしたもの、または申込完了メール受信画面をご提示

いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設 HP でご確認ください。 

 

 

  

優待施設 最寄 IC 割引内容・特典内容 

 

スノークルーズオーンズ 
住所：小樽市春香町 357 番地 
電話番号：0134-62-2228 

札樽道 
銭函 IC 

リフト１日券：大人 300 円引き 
・１グループ 3 名まで 
 
割引料金表 

期間 料金 

2020 年 11 月 20 日 
～2020年12月18日 

2,900 円⇒2,600 円 

2020 年 12 月 19 日
～2021 年３月 7 日 

3,600 円⇒3,300 円 

2021 年 3 月 8 日 
～2021 年 3 月 28 日 

3,200 円⇒2,900 円 

 

 

ニセコモイワスキーリゾート 
住所：虻田郡ニセコ町字ニセコ

448 
電話番号：0136-59-2511 

道央道 
虻田洞爺湖 IC 
黒松内 JCT 

 
札樽道 

小樽 JCT 

リフト１日券：大人 300 円引き 
・１グループ４名まで 
・オンシーズンのみ（※） 
 
※オンシーズン 

2020 年 12 月 19 日～2021 年 2 月 28 日 

 

朝里川温泉スキー場 
住所：小樽市朝里川温泉 

1-394 
電話番号：0134-54-5511 

札樽道 
朝里 IC 

リフト１日券：300 円引き 

別紙６ 

http://onze.jp/
https://niseko-moiwa.jp/ja/
https://asari-ski.com/


 

 

●対象の SA・PA で、ホットコーヒーを税込 50 円引きで提供いたします。 

●特典のご利用は、「北海道冬トクふりーぱす」のご利用期間中、１回に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」申込完了メールをプリントアウトしたもの、または申込完了メール受信画面を

ご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗営業時間の短縮等を行っている場合がございます。詳しくは

ドラぷらをご確認ください。 

 

優待施設 
通常営業時間 

特典内容 
12 月～3 月 ４月～１１月 

 道央道 有珠山 SA 

（上り線・函館方面） 

電話：0142-25-1937 

9：00～ 

19：00 

8：00～

20：00 

コーヒー１杯分を税込 50 円引きで提供 

※ホットコーヒー 

 道央道 有珠山 SA 

（下り線・室蘭方面） 

電話：0142-25-1938 

9：00～ 

19：00 

8：00～

20：00 

 道央道 輪厚 PA 

（上り線・苫小牧方面） 

電話：011-376-2517 
24 時間 24 時間 

 道央道 輪厚 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-376-2516 

9：00～ 

19：00 

8：00～

20：00 

コーヒー１杯分を税込 50 円引きで提供 

※氷温熟成珈琲（ホット）（Ｒ・L） 

 道央道 岩見沢 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0126-25-5861 

10：00～

18：00 

8：00～

20：00 

コーヒー１杯分を税込 50 円引きで提供 

※ホットコーヒー（Ｍ・L） 

 道央道 岩見沢 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0126-25-5916 

9：00～

17：00 

7：00～

19：00 

 道央道 砂川 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0125-53-3797 

9：00～

19：00 

7：00～

21：00 

 道央道 砂川 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0125-53-3607 

9：00～

19：00 

7：00～

21：00 

 札樽道 金山 PA 

（上り線・小樽方面） 

電話：011-682-9080 

9：00～

18：00 

8：00～

19：00 

 札樽道 金山 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-682-9070 
9：00～

18：00 
8：00～

19：00 

（注）対象商品は、予告なく変更する場合や、取扱いを終了する場合があります。 

（注）消費税率引き上げおよび軽減税率制度の導入に伴い、店内飲食も持ち帰りも可能な商品は、「店内飲

食」・「持ち帰り」のいずれかで税率が異なります。詳しくは現地スタッフへお尋ねください。 

特典６ 指定のＳＡ・ＰＡでコーヒー１杯５０円引きサービス 

 

別紙７ 

https://www.driveplaza.com/sapa/

