
特典１ シーニックバイウェイ北海道 特典・サービス 

 

 

 

 

●特典のご利用は、「北海道観光ふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道観光ふりーぱす」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 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：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 

オーシャンデイズ 
住所：千歳市支笏湖温泉番外地 
電話：080-9325-6507 

道央道 
千歳ＩＣ 

オーシャンデイズで提供しているアクテ
ィビティから 10％割引 
（クリアカヤック・リバーシュノーケ
ル・ファットバイク） 

上富良野深山峠アートパーク 
住所：空知郡上富良野町西８線北３３号深山峠 
電話：0167-45-6667 

道央道 
旭川鷹栖ＩＣ 

三笠ＩＣ 
道東道 

占冠ＩＣ 

トリックアート美術館入館者にチーズタ
ルトプレゼント 

大雪・富良野 
ルート 

後藤純男美術館 
住所：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 

団体料金で入館可能（大人通常料金
1,100 円が 900 円、子供通常料金
550 円が 450 円になります） 
レストランでお食事のお客様にコーヒー
サービス 

サロベツ湿原センター 
住所：天塩郡豊富町上サロベツ８６６２番地 
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（オリジナルポ
ストカード） 

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 

鹿部・食とうまいもの館で 1,000 円以
上（税抜）お買い上げのお客さまに、館
内で利用できる１００円割引券進呈 

函館・大沼・
噴火湾ルート 

道の駅えんべつ富士見 
住所：天塩郡遠別町字富士見４６－２１ 
電話：01632-9-7555 

深川・留萌道 
留萌ＩＣ 

ドリンク１杯無料 
（道の駅内フードコート（レストランみ
なくる・麵屋２３２・ふじみるキッチ
ン）にてお食事された方のみ。ただし、
テイクアウトメニューは除く） 

萌える天北オ
ロロンルート 

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 

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１３ 
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「ＬＯ
ＣＡＬ ＢＥＡＮＳ Ｃｏｌｌｅｃｔｉ
ｏｎ」100 円引き（通常価格 500 円を
400 円にて提供） 

真鍋庭園 
住所：帯広市稲田町東２線６番地 
電話：0155-48-2120 

帯広・広尾道 
帯広川西ＩＣ 

大人入園料 200 円引き 800 円（通常
1,000 円） ※その他割引併用不可 

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
を提供 

天塩川シーニ
ックバイウェ
イ 

別紙３ 

http://www16.plala.or.jp/kiranoyu/
https://www.marukoma.co.jp/
https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
https://ocean-days.com/
http://www.tokachidake.com/
https://gotosumiomuseum.com/
http://sarobetsu.or.jp/swc/
https://ja-jp.facebook.com/cafe.corakan/
https://shikabe-tara.com/
http://embetsufujimi.lomo.jp/index.html
http://www.tokachigawa.jp/
http://www.tokachi-a-muse.jp/center/daiheigen-center/
http://www.manabegarden.jp/
http://nayoro-kankou.com/


 

レストラン「メイプルリーフ」 
住所：空知郡南幌町栄町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 畑の中のレストランＥＫＡＲＡ 

住所：三笠市萱野１５８－１ 
電話：01267-2-5530 

道央道 
三笠ＩＣ 

「畑と森のコース」をご注文された方に
ソフトドリンク１杯サービス 

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(あけさと）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 

http://www.ekara.jp/
http://www.conchiglie.net/
https://www.akesatoitodairyfarm.com/


特典２ 地域寄り道 特典・サービス 

 

 

 

 

●特典のご利用は、「北海道観光ふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道観光ふりーぱす」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 

ひこま豚食堂&ファーマーズショップ 
住所：森町赤井川 139 
電話：01374-7-1456 

道央道 
大沼公園 IC 

お会計から 100 円引き 
(※人数制限なし) 

温泉旅館 鹿の湯 
住所：鹿部町鹿部 58 
電話：01372-7-2001 

道央道 
大沼公園 IC 

入館料お 1 人様 100 円引き 

八雲町情報交流物産館丘の駅 
住所：八雲町浜松 368-8 
電話：0137-65-6100 

道央道 
八雲 IC 

2,000 円以上お買い上げで木彫り熊
記念品プレゼント 

長万部温泉ホテル 
住所：長万部町温泉町 402 
電話：01377-2-2079 

道央道 
長万部 IC 

お会計から 10%off 

自然体験学習宿泊施設 歌才自然の家(レストラン樻里花) 
住所：黒松内町字黒松内 584 歌才自然の家内 
電話：0136-72-3010 

黒松内新道 
黒松内 IC 

お会計から 10%off 

ベリーファームとようら 
住所：豊浦町字豊泉 136-1 
電話：070-2689-7324 

道央道 
豊浦 IC 

ドリンク 100 円引き 
(※人数制限なし) 

わかさいも本舗洞爺湖本店レストラン 仙堂庵 
住所：洞爺湖町洞爺湖温泉 144 
電話：0142-75-4111 

道央道 
虻田洞爺湖 IC 

ソフトドリンクサービス 

昭和新山熊牧場 
住所：壮瞥町昭和新山 183 
電話：0142-75-2290 

道央道 
伊達 IC 

入場料 10%off 

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 

3,000 円以上お買い上げで燻たま
(330 円)をプレゼント 

登別伊達時代村 
住所：登別市中登別町 53-1 
電話：0143-83-3311 

道央道 
登別東 IC 

入村料金割引 大人 300 円引、子供
200 円引、幼児 100 円引 

温泉市場 
住所：登別市登別温泉町 50(閻魔堂となり) 
電話：0143-84-2560 

道央道 
登別東 IC 

お会計から 10%OFF 

ナチュの森 
住所：白老町虎杖浜 393-12 
電話：0144-84-1210 

道央道 
登別東 IC 

2,000 円以上商品購入の方、1 組に
つきスキンケアサンプル 2 個プレゼ
ント 

仙台藩白老元陣屋跡 
住所：白老町陣屋町 681-4 
電話：0144-85-2666 

道央道 
白老 IC 

入館料 50 円引き 

むかわ町立穂別博物館 
住所：むかわ町穂別 80-6 
電話：0145-45-3141 

道東道 
むかわ穂別 IC 

観覧料金割 
大人：300 円→200 円、 
子ども（小～高校生）：100 円→50
円 

ノーザンホースパーク 
住所：苫小牧市美沢 114-7 
電話：0144-58-2116 

道央道 
新千歳空港 IC 

入園料 大人 100 円引 
（通常:夏期 800 円/冬期 500 円） 

マルトマ食堂 
住所：苫小牧市汐見町 1 丁目 1-13 
電話：0144-36-2023 

道央道 
苫小牧中央 IC 

小鉢サービス 

サケのふるさと 千歳水族館 
住所：千歳市花園 2 丁目 312 
電話：0123-42-3001 

道央道 
千歳 IC 

入館料割引(※1 グループ 5 名様まで) 
(通常：大人 800 円→600 円、高校
生 500 円→400 円、小中学生 300
円→200 円で入館可能) 

別紙４ 

http://www.hikomabuta.com/
http://www.shikabe-shikanoyu.com/
http://onsenhotel.co.jp/
http://www.kuromatsunai.com/kanko/stay/shizen_no_ie/restaurant/
https://berryfarm.jp/
https://www.wakasaimo.com/sendouan/
https://kumakuma.co.jp/
http://www.uzura.co.jp/
http://edo-trip.jp/
http://www.onsenichiba.com/
https://nachunomori.jp/
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2013012200410/
http://www.town.mukawa.lg.jp/1908.htm
https://www.northern-horsepark.jp/
http://marutoma-shokudo.com/index.html
https://chitose-aq.jp/


ジェラテリアジジ 
住所：恵庭市黄金南 2 丁目 19-7 
電話：0123-21-9915 

道央道 
恵庭 IC 

お持ち帰りでジェラートダブル(2 種
盛り)をご希望のお客様のお会計から
10%off 

cafe 福座 
住所：恵庭市恵南 6-12 
電話：0123-32-0293 

道央道 
恵庭 IC 

バニラアイス 1 スクーププレゼント 
(※1 グループにつき 4 名様まで) 

ファーマーズカフェ 
住所：北広島市輪厚 531-7 
電話：011-377-1723 

道央道 
輪厚スマート IC 

平日限定日替わりランチプレート 
100 円引き 

アースドリーム角山農場 
住所：江別市角山 584-1 
電話：011-391-2500 

道央道 
江別西 IC 

引き馬体験 10%off 
※グループ全員に適用 

めーぷる倶楽部 
住所：岩見沢市春日町 1-27-1 
電話：0126-35-6650 

道央道 
岩見沢 IC 

お食事のお客様にコーヒー1 杯サービ
ス 

三笠高校生レストラン エソールストア 
住所：三笠市若草町 396 番地 1 
電話：01267-2-2351 

道央道 
三笠 IC 

ジェラート(シングル、ダブル)各 50
円引き 

青の洞窟温泉 ピパの湯 ゆ～りん館 
住所：美唄市東明町 3 区 
電話：0126-64-3800 

道央道 
美唄 IC 

入館料通常料金より 100 円引き 

上砂川岳温泉パンケの湯 
住所：上砂川町字上砂川 65-106 
電話：0125-62-2526 

道央道 
奈井江砂川 IC 

入館料割引(割引デー除外) 
大人 500 円→350 円 
小人 300 円→200 円 

たきかわスカイパーク 
住所：滝川市中島町 139-4 
電話：0125-24-3255 

道央道 
滝川 IC 

グライダー体験の方にドリンクサービ
ス 
(※グライダー体験搭乗された方 1 名
様につき 1 杯まで) 

おみやげ処 お勝手屋 萌(本店) 
住所：留萌市栄町 3 丁目 2-13 
電話：0164-43-1100 

深川・留萌道 
留萌 IC 

お会計より 5%off(※切手・印紙を除
く) 

イルムの湯アグリ工房まあぶ 
住所：深川市音江町字音江 600 
電話：0164-26-3333 

道央道 
深川 IC 

大人(中学生以上)入浴料 100 円引き 

大雪山旭岳ロープウェイ 
住所：東川町旭岳温泉 
電話：0166-68-9111 

道央道 
旭川北 IC 

売店商品 10%off 
(※ふりーぱす提示されたご本人様の
み) 

壺屋 き花の杜 CAFÉ 文欒 
住所：旭川市南 6 条通 19 丁目 
電話：0166-39-1600 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

ソフトクリーム 50 円引き 

三浦綾子記念文学館 
住所：旭川市神楽 7 条 8 丁目 2-15 
電話：0166-69-2626 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

入館料 100 円引き 

あさひかわラーメン村 
住所：旭川市永山 11 条 4 丁目 119-48 
電話：0166-48-2153 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

お会計より 10%off 

ぴっぷりん 
住所：比布町北５線 13 
電話：0166-85-3360 

旭川紋別道 
比布北 IC 

商品ご購入の方にメレンゲプレゼント 

塩狩峠記念館 
住所：和寒町字塩狩 
電話：0165-32-4088 

道央道 
和寒 IC 

入館料 1 名様無料 

レストラン羊飼いの家 
住所：士別市西士別町 5351 
電話：0165-22-2991 

道央道 
士別剣淵 IC 

お会計より 10%off 

さっぽろテレビ塔 展望台 
住所：中央区大通西１丁目 
電話：011-241-1131 

札樽道 
札幌北 IC 

さっぽろテレビ塔展望台入場料
10%off 

手打ちそば いろは 
住所：小樽市住吉町 6-16 
電話：0134-27-7168 

札樽道 
小樽 IC 

お食事をされたお客様全員にサービス
アイス提供 

ベーカリール・パン 
住所：余市町大川町 6-47 
電話：0135-23-2121 

後志道 
余市 IC 

会計から 10%off  
(※ふりーぱす提示されたご本人様の
み、同伴者様との一括会計可) 

レストランみやもと(はやきたチーズ夢民舎直営店) 
住所：安平町早来栄町 85-1 
電話：0145-22-2131 

道東道 
追分町 IC 

「ソフトクリーム」と「はやきたチー
ズ」をお会計から 10%off 

https://estisola.com/gigi/
http://cafefukuza.com/
https://www.someplace-else.com/blog/cafe/
https://www.tondenfarm.co.jp/earth-dream-kakuyama/
https://www.akairibon.com/
https://mikasa-highschool-restaurant.com/open-reserv
https://www.yu-rinkan.com/
http://www.pankenoyu.com/
https://www.takikawaskypark.jp/
http://okatteya-moe.shop-pro.jp/
https://agri-studio-maabu.com/
http://asahidake.hokkaido.jp/ja/
https://www.tsuboya.net/kibananomori/about/bunran/
https://www.hyouten.com/
http://www.ramenmura.com/
http://pippuring.com/
https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/industrial-development/commerce-tourism/attractions/pass-memorial-shiokari/
https://hitsujitokumo.net/hitsujikainoie.html
http://www.tv-tower.co.jp/guidance/
http://otaruiroha.com/
https://www.facebook.com/bakery.lepan
https://www.muminsha.com/


 

ミルクキッチン ふらいぱん 
住所：占冠村字中央 自然体感しむかっぷ道の駅内 
電話：0167-56-2561 

道東道 
占冠 IC 

ソフトクリーム、パフェ、コーヒーの
いずれか 1 点を 50 円引き 
(※テイクアウトのみ、1 グループ 4
名まで) 

新得そばの館 レストラン玄穣 
住所：新得町字新得基線 102 
電話：0156-64-5888 

道東道 
十勝清水 IC 

お食事の方 1 グループ 6 名様まで会
計から 10%off 

有限会社十勝スロウフード 
住所：清水町字御影 499-8 
電話：0156-63-3011 

道東道 
十勝清水 IC 

2,000 円以上購入で 100 円引き 
(※他割引券併用不可) 

Cafe ＋deli 四つ葉 apart 
住所：芽室町東 4 条 1 丁目 8 
電話：0155-40-9254 

道東道 
芽室 IC 

ドリンクサービス 

天然温泉やよい乃湯 
住所：帯広市西 18 条南 2 丁目 5-32 
電話：0155-66-4126 

帯広・広尾道 
芽室帯広 IC 

ドリンク 1 杯サービス 

Natural aroma life 
住所：帯広市西 22 条南 1 丁目 
(詳細はご予約時にお知らせいたします) 
電話：050-3702-5430 

帯広・広尾道 
芽室帯広 IC 

全メニュー100 円引き（要予約） 

Tokachi milk café みるね。 
住所：帯広市幸福町東 5 線 173-4 
電話：0155-40-7275 

帯広・広尾道 
幸福 IC 

ジェラート 100 円引き 

ファームレストラン野島さんち 
住所：中札内村新生東 1 線 199-4 
電話：0155-67-2880 

帯広・広尾道 
幸福 IC 

お食事いただいたお客様にソフトドリ
ンク、またはコーヒーを１杯サービス 

ばんえい牧場十勝 
住所：帯広市泉町西 9 線 10-3 
電話：0155-64-5735 

帯広・広尾道 
幸福 IC 

入場料(大人 500 円小人 200 円)か
ら 100 円引き 

十勝ネイチャーセンター 
住所：音更町十勝川温泉南 12 丁目 1-12 
電話：0155-32-6116 

道東道 
音更帯広 IC 

早朝熱気球体験(係留フライト)それぞ
れ 300 円引きで、大人 2,000 円、
小人 1,500 円 

柳月スイートピア・ガーデン 
住所：音更町下音更北 9 線西 18-2 
電話：0155-32-3366 

道東道 
音更帯広 IC 

ソフトクリーム 50 円引き 

ガラス工房 ポンテ 
住所：帯広市東 1 条南 18 丁目 1-3 ブリエ内 
電話：0155-66-9227 

道東道 
音更帯広 IC 

制作体験(モザイクランプ・とんぼ
玉・ガラスエッチング等)20%off 
(※予約が必要です) 

サムライプロデュース 
住所：帯広市東 9 条南 2 丁目 4-64 
電話：0155-66-4006 

道東道 
音更帯広 IC 

全アクティビティのお一人様料金を
500 円引き(参加される全員) 
(※ただし、ご予約時にお伝えいただ
いたお客様のみ) 

松月堂 
住所：本別町北 3 丁目 3-7 
電話：0156-22-2560 

道東道 
本別 IC 

当店人気 No.1 商品「しふぉんけ～
き」をお買い求めのお客様税抜き
￥770→￥500 にします。 

豆屋とかち岡女堂本家 
住所：本別町共栄 18-8 
電話：0156-22-5981 

道東道 
本別 IC 

季節に合わせた弊社商品をチョコット
プレゼント  

足寄動物化石博物館 
住所：足寄町郊南 1 丁目 29-25 
電話：0156-25-9100 

道東道 
足寄 IC 

アンモナイトかサメの歯の実物化石を
進呈 

あしょろ庵 
住所：足寄町西町１丁目 1 
電話：0156-25-2003 

道東道 
足寄 IC 

お会計からお食事代 10%off 

http://www.mkfrypan.com/
http://www.sobanosato.com/tp_detail.php?id=9
https://www.tokachislowfood.co.jp/
https://yotsubaapart.com/
http://yayoinoyu.com/sp/guide/
https://naturalaromalife.com/
https://www.t-fromages.com/cafe
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E9%87%8E%E5%B3%B6%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A1-175352705997150/
http://baneibokujo.jp/index.php
http://www.nature-tokachi.co.jp/
https://www.ryugetsu.co.jp/sweetpia
https://www.facebook.com/glasssponte.obihiro/
http://www.samuraiproduce.com/
https://www.syogetsudo-honbetsu.net/
http://www.okamedou.com/
http://www.museum.ashoro.hokkaido.jp/
https://ashoroan.wixsite.com/ashoroan


特典３ プリンスホテル特別宿泊プラン 

 

 

 

 

●道内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。 

●「北海道観光ふりーぱす」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、「北海道観光ふりーぱす」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 特典内容 

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 

 
 
 
最上階スーペリアツインへ 
無料グレードアッププラン 

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 

 
 
 
ホテル駐車場を１滞在 1,000 円にて
ご利用いただけます。  
《通常 1,500 円》 

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 

 
“北海道観光ふりーぱす”グレード
アッププラン～ 朝食＆温泉券付 
 
「北海道観光ふりーぱす」利用者限
定で、スタンダ－ドル－ム（ツイン
ル－ム）料金で眺望にこだわった十
勝岳連峰を一望できる「十勝岳側高
層階ツインルーム」をご用意しま
す。 

釧路プリンスホテル 
住所：釧路市幸町 7-1 
電話：0154-31-1216 

 
「しつげん５５パス」付き特別宿泊プ
ラン 
 
釧路市動物園、釧路市博物館、釧路市
鶴公園、釧路湿原展望台、阿寒国際鶴
センターの無料パス 
 

屈斜路プリンスホテル 
住所：川上郡弟子屈町屈斜路温泉 
電話：015-484-2113 
 

 
『北海道観光ふりーぱす』利用者限定
プラン（朝食付き） 
対象期間：2020 年 4 月 29 日（木）～
11 月 4 日（木） 
 
＜内容＞  
朝食：和洋カフェテリアブッフェ又は
和定食・洋定食 
※予約状況により朝食内容は変更い
たします。 
＜プラン特典＞ 
アーリーチェックイン2:00P.M.／レ
イトチェックアウト 12:00P.M. 
（通常チェックイン3:00P.M.／チェ
ックアウト 11:00A.M.） 

別紙５ 

https://www.princehotels.co.jp/hakodate/
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=019&search%3Ahid=019&plan_groupcd=V1NXSC&search=1&form=jp
https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/
https://www.princehotels.co.jp/kushiro/
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=021&search%3Ahid=021&plan_groupcd=Q2135C&search=1&form=jp


特典４ アウトレット 特典 

 

 

 

 

●特典のご利用は、「北海道観光ふりーぱす」のご利用日に限ります。 

●「北海道観光ふりーぱす」のお申し込み１件につき、１回限り有効です。 

●「北海道観光ふりーぱす」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 
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 

 
クローバー・モール 1 階総合案
内所に「北海道観光ふりーぱす」
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 
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 

別紙６ 

https://mitsui-shopping-park.com/mop/sapporo/
http://www.outlet-rera.com/


特典５ 遊覧船・離島航路フェリー 特典・サービス 

 

 

 

 

●特典は、「北海道観光ふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道観光ふりーぱす」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。 

●遊覧船や離島航路のフェリーの運航状況等は、各遊覧船や離島航路のフェリー事業者にお問い合わせください。 

●一部の航路は事前予約が必要な場合があります。事前にお確かめください。 

 

 

 

優待施設 特典内容 

 
大沼遊船 

大沼合同遊船株式会社 

電話：0138-67-2229 

運賃１０％割引 

 

 

 

洞爺湖汽船 

洞爺湖汽船株式会社 

電話：0142-75-2137 

運賃１０％割引 

（１グループ１０名まで） 

 
支笏湖観光船 

支笏湖観光運輸株式会社 

電話：0123-25-2031 

運賃  

大人１００円引き、小人５０円引き 

 

 

 

朱鞠内観光汽船 

朱鞠内観光汽船株式会社 

電話：0165-38-2158 

運賃１０％割引 

（グループ全員） 

 

 

 

羽幌沿海フェリー 

羽幌沿海フェリー株式会社 

電話：0164-62-1774 

乗船記念品（社名入りボールペン１本）

のプレゼント（グループ全員） 

 

 

 

小樽運河クルーズ 

合同会社小樽カナルボート 

電話：0134-31-1733 

乗船記念品 

（「小樽運河クルーズオリジナルポス

トカード」１枚）をプレゼント（グルー

プ全員） 

 

 

 

小樽海上観光船 

株式会社小樽観光振興公社 

電話：0134-29-3131 

運賃１０％割引 

 

 

 

水中展望船 ニューしゃこたん号 

株式会社積丹観光振興公社 

電話：0135-44-2455 

運賃１０％割引 

別紙７ 

https://www.onuma-parks.com/
http://www.toyakokisen.com/
http://www.shikotsu-ship.co.jp/
http://www.haboro-enkai.com/
http://otaru.cc/
http://www.otaru-kankousen.jp/
http://shakotan-glassboat.com/


 

 

 

 

然別湖遊覧船 

株式会社然別湖畔温泉ホテル 

電話：0156-67-2211 

運賃１０％割引 

 
阿寒観光汽船 

阿寒観光汽船株式会社 

電話：0154-67-2511 

運賃１０％割引 

（グループや家族全員） 

 

 

 

知床観光船おーろら 

道東観光開発株式会社 

電話：0152-24-2146 

運賃１０％割引 

 

 

 

別海町観光船 

株式会社別海町観光開発公社 

電話：0153-86-2533 

運賃１０％割引 

 
ハートランドフェリー 

電話：ご予約 0570-02-8010 

お問合せ 0570-09-8010 

3m～6m 未満の乗用車…各区間 10%
割引（復路割引不可）。 
同乗者についても同様に各区間 10%
割引（各種割引との併用は不可） 

 

 

 

知床半島クルージング 

有限会社丸は宝来水産 ゴジラ岩観光 

電話：0153-85-7575 

双眼鏡レンタル無料（２名毎に１つ）  

※2021.4.25～10.31 に限る 

 

 

 

知床クルーザー観光船ドルフィン 

有限会社ホワイトリリー旭川 

電話：0152-22-5018 

８倍双眼鏡レンタル無料 

（２名毎に１つ）  

 ※2021.6～10 月上旬に限る 

http://www.hotelfusui.com/
http://www.akankisen.com/
http://www.ms-aurora.com/
http://www.aurens.or.jp/~kankousen/
http://www.aurens.or.jp/~kankousen/
https://kamuiwakka.jp/cruising/
https://eipro.jp/shiretoko-kankosen/


特典６ レンタカー特典 

 

 

 

 

●特典は、「北海道観光ふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道観光ふりーぱす」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。 

●一部のレンタカー会社は、事前予約等が必要な場合があります。 

●各店舗の営業日や受付時間等は、事前に各レンタカー会社 HP にてご確認ください。 

 

 

会社名 対象店舗 割引内容・特典内容 

トヨタレンタリース北見 

 

TEL：0157-61-0100 

北見店、網走店、女満別空港店、

中湧店、紋別空港カウンター 

北海道得ダネ！チケット 

（北海道内の約 100 施設で使用できる

割引クーポン付きリーフレット） 

ニッポンレンタカー北海道 

 

TEL：0120-46-0919 

※北海道予約センター 

受付時間 9：00～18：00 

離島（利尻）を除く全営業所 

レンタカー基本料金から 

最大 20％OFF 

(軽自動車は 10％OFF) 

 

※専用ページ（こちら）から事前にご予

約の場合のみ特典を適用 

OTS レンタカー 

 

TEL：0123-27-7000 

 

千歳空港営業所 

S クラス料金で新型ソリオへ 

無料グレードアップ 

※専用ページ（こちら）からお申し込み

の方限定 

タイムズカーレンタル 

 

TEL：各店舗電話番号 

旭川駅前店、旭川空港前店、小

樽店、帯広駅前店、帯広空港店、

北見駅前店、釧路駅前店、釧路

空港前店、札幌駅前店、札幌時

計台前店、新千歳空港店、新函

館北斗駅前店、すすきの中島公

園店、苫小牧店、中標津空港前

店、函館駅前店、函館空港前店、

発寒南店、室蘭店、女満別空港

前店、稚内駅前店、稚内空港前

店 

北海道観光ふりーぱすお申し込みのお

客様限定価格でレンタカーご提供 

 

※専用ページ（こちら）から事前にご予

約の場合のみ特典を適用 

※GW、お盆等、割引除外期間一部あり 

別紙８ 

http://www.toyotarl-kitami.jp/
https://www.nrgroup-global.com/ja/campaign.php?c_id=5822&k=nithk1yrxg
https://www.nrgroup-global.com/ja/campaign.php?c_id=5822&k=nithk1yrxg
https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/hokkaido/campaign/
https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/hokkaido/campaign/
https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/hokkaido/campaign/
https://rental.timescar.jp/campaign/0000007272/
https://rental.timescar.jp/campaign/0000007272/


ワールドネットレンタカー 

 

TEL：0123-40-8887 

新千歳空港営業所、旭川空港営

業所、函館空港営業所 

レンタカー基本料金 500 円引き 

北海道ノマドレンタカー 

 

TEL：0123-21-8572 

千歳店 

北海道産米 5ｋｇをプレゼント 

 

HDC レンタカー 

 

TEL：0138-21-4200 

函館駅前店、函館空港前店 

オリジナルボールペンプレゼント 

DO CAMPER 

 

TEL：0123-29-5590 

 

札幌営業所、千歳営業所 

車両貸渡料金の 10％OFF 

 

※レンタカーをご予約時に北海道観光

ふりーぱすを申込完了したことを申告

された方のみ 

エルモンテ RV ジャパン 

 

TEL:0120-905-747 

千歳店 

小林酒造の「北の錦」 

（ご利用後、ご自宅にお送りします） 

 

 

https://worldnet-rentacar.co.jp/manage/jp/plan/special/freepass
https://nomad-r.jp/
https://www.hdc-rent-a-car.co.jp/
https://do-camper.com/
https://elmonterv-japan.com/nexcofp/jprental


 

 

 

 

●特典のご利用は「北海道観光ふりーぱす」のご利用期間中、１回の申し込みにつき 1 名様のみ対象です。 

●「北海道観光ふりーぱす」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 営業時間 特典内容 

 道央道 有珠山 SA 

（上り線・函館方面） 

電話：0142-25-1937 

8：00～20：00 

 

 

 

 

 

 

 

ショッピングコーナーにて、 

商品を 1,000 円（税込）以上 

お買い上げの方は 100 円引き 

 

＜ご利用上の注意点＞ 

・対象店舗は営業休止などの都合により予告なくご利用できない 

場合があります。 

・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。 

・券売機、他のサービス、特典との併用はできません。 

・公共料金、プリペイドカード、印紙、切手、たばこ、チケット、

宝くじその他一部の商品のお支払いにはご利用できません。 

 道央道 有珠山 SA 

（下り線・室蘭方面） 

電話：0142-25-1938 

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 

 道央道 輪厚 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-376-2516 

8：00～20：00 

 道央道 岩見沢 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0126-25-5861 

8：00～20：00 

 道央道 岩見沢 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0126-25-5916 

7：00～19：00 

 道央道 砂川 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0125-53-3797 

7：00～21：00 

 道央道 砂川 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0125-53-3607 

7：00～21：00 

 札樽道 金山 PA 

（上り線・小樽方面） 

電話：011-682-9080 

8：00～19：00 

 札樽道 金山 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-682-9070 
8：00～19：00 

 

特典７  

指定のＳＡ・ＰＡで 1,000 円以上（税込）お買い上げの方 100 円引き 

 

別紙９ 

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

