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平 成 27 年 5 月 22 日 

東日本高速道路株式会社 

北 海 道 支 社 

 

ドラ割 『北海道 ETC 夏トクふりーぱす』を販売します！！ 
～北海道の夏 週末 3 日間、高速道路が乗り放題 7，900 円！～ 

 

NEXCO 東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、「ドラ割」商品として、ETC 車を対象に、週末やお盆

時期などに連続する最大 3 日間、北海道の高速道路が乗り放題となるドラ割『北海道 ETC 夏トクふり

ーぱす』を販売します。 

今年は『北海道 ETC 夏トクふりーぱす』販売開始 10 周年にあたること、また 10 月 1 日に NEXCO

東日本が創立 10 周年を迎えることから、日頃のご愛顧に感謝して、北海道内のサービスエリア・パー

キングエリアでご利用いただけるお買物券 3，000 円分を 1，000 名様にプレゼントなど、5 大特典をご

用意して、皆さまのご利用をお待ちしております。 

『北海道 ETC 夏トクふりーぱす』は、インターネットで簡単にお申し込みいただけます。 

夏休みやシルバーウィークの旅行プランにご活用いただき、快適な北海道の高速道路の旅をお楽し

みください。 

 

1．価格・対象車種  普通車：7，900 円   軽自動車等：6，300 円 

※ ETC 無線通信により走行する自動車に限ります。 

（レンタカーや二輪自動車もご利用いただけます） 

 

2．利 用 期 間  平成 27 年 6 月 5 日（金）～平成 27 年 11 月 4 日（水）の 

金・土・日・月曜日のうち、連続する最大 3 日間 

また、お盆時期や月曜日が祝日となる次の期間は曜日にかかわらずご利用いた

だけます。 

(1) 7 月 17 日（金）～7 月 21 日（火）の 5 日間のうち連続する最大 3 日間 

(2) 8 月 7 日（金）～8 月 17 日（月）の 11 日間のうち連続する最大 3 日間 

(3) 9 月 18 日（金）～9 月 28 日（月）の 11 日間のうち連続する最大 3 日間 

(4) 10 月 9 日（金）～10 月 13 日（火）の 5 日間のうち連続する最大 3 日間 

(5) 10 月 30 日（金）～11 月 4 日（水）の 6 日間のうち連続する最大 3 日間 

 

 

 

 

 



 

 

3．利 用 区 間  北海道内の全ての高速道路 

道央自動車道、札樽自動車道、道東自動車道 

深川留萌自動車道、日高自動車道  

 

4．申込方法    ご利用開始前に NEXCO 東日本の情報サイト「ドラぷら」からお申し込みください。 

高速道路のご走行前であれば、当日でもお申し込み可能です。 

また、携帯端末からもお申し込みいただけます。 

PC 版 http://www.driveplaza.com/trip/drawari/ 

モバイル版 http://m.driveplaza.com/travel/ 

[受付開始：平成 27 年 5 月 22 日（金）] 

 

5．利 用 特 典  NEXCO 東日本 創立 10 周年記念 5 大特典 

●特典 1  1，000 名様プレゼント＆全員プレゼント 

  ご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまの中から、抽選で 1，000 名様

に北海道内のサービスエリア・パーキングエリアでご利用いただけるお買物券（3，

000 円分）をプレゼント！更にアンケートご回答の希望者全員に ETC 車載器クリー

ニングカードをプレゼント！ 

※1，000名様プレゼント（お買物券）は、8月31日までにアンケートにお答えい

ただいた方の中からの抽選となります。 

●特典 2  ダブルチャンスプレゼント 

ご利用後にアンケートにお答えいただいたお客さまで 1，000 名様プレゼント（お

買物券）に当選されなかった方にダブルチャンスプレゼントとして、高速道路沿線

地域からご提供いただいた地元特産品など（全 379 品）をプレゼント！ 

※プレゼントの内容は別添 1 のとおり 

※抽選対象者には、1，000名様プレゼント（お買物券）の抽選に外れた方のほ

か、8 月 31 日の回答期限に間に合わなかった方、お買物券を希望されな

かった方を含みます。 

            ●特典 3  地域寄り道の特典・サービス 

高速道路沿道を中心とした北海道の 28 市町村の 170 ヵ所で特典やサービス

を受けることができます。 

※特典・サービスを受けるための方法及び優待施設は別添 2 のとおり 

            ●特典 4  プリンスホテル特別宿泊プラン 

道内 6 つのプリンスホテルで、QUO カード付き特別宿泊プランをご用意 

※対象ホテル及び条件は別添 3 のとおり 

            ●特典 5  アウトレットのお買物＆ご飲食券 

千歳アウトレットモール・レラ及び三井アウトレットパーク札幌北広島のお買物＆

ご飲食券 500 円分をプレゼント 

※お買い上げ等の条件がございます。条件の詳細は別添 3 のとおり 



 

 

「ドラ割」とは、NEXCO 東日本が提供する事前予約型の ETC 料金割引を中

心として、サービスエリア・パーキングエリアでのオトクな情報、オフィシャルカ

ード「E-NEXCO pass」のポイントサービスなど、ドライブユーザーが色々な場

面で「ドライブ旅行」を「割安」に楽しんでもらうためのサービスの総称です。 

 

      参考資料 夏トクふりーぱすご利用例・主な区間の片道料金（普通車）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

※記事等でご紹介いただく際は、“NEXCO 東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いいたします。 



ユンニの湯温泉入浴券 有珠山ロープウェイ　往復乗車券
【ペア２０組様】 【ペア５組様】

由仁町 ワカサリゾート㈱

大雪山旭岳ロープウェイ　往復乗車券 洞爺湖遊覧船　中島めぐりの乗船券
【ペア５組様】 【ペア５組様】

施設優待コース

別添１特典２ ダブルチャンスプレゼント

（６種・６０品）

（全５コース・５０種・３７９品）

ワカサリゾート㈱ 洞爺湖汽船㈱

国民宿舎　トムラウシ温泉東大雪荘入浴券 えこりん村「銀河庭園＆みどりの牧場」
【２０名様】 共通ワンデーパスポート【ペア５組様】

新得町 えこりん村



　　芽室町特産品詰合せ 層雲峡ラーメン 本ずわい「かに甲羅めし」 キレイマメ納豆
　　【３名様】 【１０名様】 （２個入）【１０名様】 【５名様】

　　芽室町 上川町 紋別観光協会 本別町

　　なよろひまわり油 ホッキ貝ごはん ホッキ魚醤25ｍｌ 赤の詰合せセット
　　「北の輝き」【５名様】 （２個入）【５名様】 【１０名様】 （ラーメン４種類、計５食）

【５名様】

　　名寄市 北起屋合資会社 ＴＳＯスタッフ ㈱望月製麺所

　　らんぼっけのたらこ 藤崎わさび園の ホッキ貝３ｋｇ 八雲の物産品
　　詰合せ300ｇ【１５名様】 「本わさび三昧セット」 【５名様】 詰合せセット

【５名様】 【３名様】

特産品コース （２３種・１２８品）

　　㈲マルフク武澤水産 藤崎わさび園 マルゼン食品㈱ 八雲町情報交流物産館「丘の駅」

　　鹿追そばの生そば 山のひものセット ドリームヒルトムラウシ 鹿部たらこ
　　詰合せ【３名様】 【５名様】 鹿肉セット【５名様】 【３名様】

　　鹿追町 新得町 新得町 鹿部温泉観光協会

　　古谷精肉店オリジナル 　　北寄カレー 秘伝やん衆いぶし塩 わがまま丼　苫小牧食堂
　　ギフトセット【３名様】 　　【５名様】 【３名様】 お食事券【５名様】

　　　いずれか一つ

　　古谷精肉店 　　鳥越漁業㈱ 鳥越漁業㈱ 北海ダイニング㈱

のぼりべつエゾシカ 　　　登別美乃素物語＋ 新ひだか推奨品詰合せセット
大和煮・味噌煮・カレー味 　　　やきとり１０本セット 【５名様】
缶詰 　 　　 【５名様】
【５名様】

㈱伊奈不動産 　　㈲やきとり一平　登別店 新ひだか観光協会



シラカボ どんぐりのむらポテトチップス
【５名様】 （１箱２０袋入）【５名様】

美深町 更別村観光協会

湯の香ひょうたん飴とえぞ熊笹飴セット 牧家　ミルクレープギフト
（計３袋入）【２０名様】 【５名様】

スイーツ・お菓子コース （６種・５０品）

大黒屋民芸店 道の駅伊達市観光物産館

ミニ三石栗豆さん わっさむペポナッツ（３０ｇ入）
【５名様】 【１０名様】

㈲八木菓子舗

和寒町



十勝ワイントカップ紅白2本セット のぼりべつ地ビール鬼伝説　金鬼ペールエール
【５名様】 【３名様】

池田町 ㈱わかさいも本舗

さほろ酒造　焼酎セット 　　　 函館カール・レイモン詰合せ
【５名様】 　　　 【５名様】

新得町 函館市

お酒・おつまみコース （８種・３６品）

新得町 　 函館市

Ｂｏｃｃａチーズセット ほたて貝柱（100ｇ）
【５名様】 【５名様】

㈱牧家 枝幸町観光協会

安平町カマンベールチーズ盛り合わせ 横綱するめ
【５名様】 【３名様】

安平町観光協会 福島町観光協会



三井アウトレットパーク 札幌北広島 レラお買物券＆ご飲食券（3,000円分）
お買物＆ご飲食券（3,000円分）
【２０名様】 【２０名様】

三井アウトレットパーク 札幌北広島 千歳アウトレットモール・レラ

サッポロビール園生ラムキング ナチュラルミネラルウォーター
バイキング（食べ放題） 「陸別百恋水」（1箱24本入）
【５名様】 【１０名様】

サッポロビール園 陸別町

バラエティコース （７種・１０５品）

ワイルドフラワー種子（絵袋入） 入浴剤（日本の名湯十勝川モール）
【２０名様】 【１０名様】

音更町十勝川温泉観光協会

紫竹ガーデン 北海道内のＳＡ・ＰＡショッピングコーナー
利用券　2,000円分
【２０名様】

ネクセリア東日本　札幌支店



　　　　　　　　「北海道ＥＴＣ夏トクふりーぱす」お申込み確認メールのプリントアウト、または

　　　　　　　　スマートフォン・携帯電話でメール受信画面を各優待施設でご提示ください。
　  　 　　　　　　優待施設の休日や営業時間等は各施設へお問い合わせください。（「ドラぷら」からもご確認いただけます。）

【道央自動車道】

市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容
所在地（住所）

電話番号
最寄ＩＣ

横綱千代の山・千代の富士記念館
入館料
大人　500円→400円
小・中・高校生　250円→200円

松前郡福島町字福島190
0139-47-4527

大沼公園IC

福島町青函トンネル記念館
入館料
大人　400円→300円
小・中・高校生　200円→150円

松前郡福島町字三岳32-2
0139-47-3020

大沼公園IC

※上記２施設共通券
入館料
大人　700円→500円
小・中・高校生　350円→250円

築城果樹園
【入園料】
100円引き（大人のみ　1組2名様まで）
※他のサービス券との併用はできません

亀田郡七飯町鳴川4-297
0138-65-4763

大沼公園IC

はこだてわいん葡萄館 ワインお買上げ金額1,000円以上で50円引き
亀田郡七飯町上藤城11
0138-65-8170

大沼公園IC

大沼合同遊船 遊覧船200円引き
亀田郡七飯町字大沼町1023-1
0138-67-2229

大沼公園IC

フレンドリーベア
貸自転車20％割引
ソフトクリーム50円割引

七飯町字大沼町215
0138-67-2194

大沼公園IC

大沼展望閣 ソフトクリーム50円引き
亀田郡七飯町字大沼町1023-17
0138-67-3311

大沼公園IC

レストラン　梓 お食事された方にソフトドリンク１杯サービス
亀田郡七飯町字大沼町324
0138-67-2158

大沼公園IC

キッチンさわで夢屋
お食事一品につき
ソフトドリンク１杯サービス

亀田郡七飯町字大沼町211
0138-67-2431

大沼公園IC

しかべ間歇泉公園
入園料
大人　300円→200円
小人　200円→100円

茅部郡鹿部町字鹿部18番の1
01372-7-5655

森IC

 

福島町

七飯町

別添２特典３ 地域寄り道の特典・サービス （全２８市町村・１７０ケ所）

太田食堂 全料理100円引き
茅部郡鹿部町字鹿部76
01372-7-2035

森IC

たこ焼き店　まいど たこ焼き１個（１粒）サービス
茅部郡鹿部町字鹿部118番の35
090-5092-1385

森IC

ピアット
お食事された方に
ソフトドリンク１杯サービス

二海郡八雲町内浦町188-1
0137-62-3900

八雲IC

伊勢屋
お食事された方に
ソフトドリンク１杯サービス

二海郡八雲町本町198
0137-62-2733

八雲IC

古谷精肉店（焼肉舎ふるや）
お食事された方に
ソフトドリンク１杯サービス

二海郡八雲町元町40
0137-62-2533

八雲IC

歌才自然の家
レストランメニュー
１０％割引

黒松内町字黒松内５８４
0136-72-3010

黒松内ＩＣ

黒松内温泉ぶなの森
入館料
大人　１００円引き
小人　　５０円引き

黒松内町字黒松内５４５
0136-72-4566

黒松内ＩＣ

道の駅くろまつない　トワ・ヴェールⅡ ソフトクリーム　５０円引き
黒松内町字白井川８－１０
0136-71-2222

黒松内ＩＣ

洞爺湖町 洞爺湖ビジターセンター・
火山科学館

入館料
(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
0142-75-2555

虻田洞爺湖IC

湖畔の宿　洞爺かわなみ

ご入浴
大人　６００円→５００円
宿泊各プラン
大人一人５００円引き

有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉53
0142-75-2715

虻田洞爺湖IC

昭和新山熊牧場
入場料
 大人　８５０円　→　７６５円
 小人　５００円　→　４５０円

有珠郡壮瞥町昭和新山１８３
0142-75-2290

伊達ＩＣ

有珠山ロープウェイ
山頂往復乗車割引
大人　１，５００円→１，３５０円
小人　７５０円→６８０円

有珠郡壮瞥町字昭和新山１８４－５
0142-75-2401

伊達ＩＣ

鹿部町

八雲町

黒松内町

壮瞥町
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市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容
所在地（住所）

電話番号
最寄ＩＣ

道の駅 伊達市観光物産館内
ハンサム食堂

冷やしハンサム450円→400円
伊達市松ヶ枝町34-1
0142-22-5155

伊達ＩＣ

道の駅 伊達市観光物産館内
ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ ｉｂｏｘ

ｉｂｏｘでお買い上げ商品合計の
５％割引

伊達市松ヶ枝町34-1
090-9433-8008

伊達ＩＣ

道の駅 伊達市観光物産館内
だてのてんぷら

平てん１０枚購入につき１枚サービス
伊達市松ヶ枝町34-1
0142-22-7277

伊達ＩＣ

登別マリンパーク二クス
入場券
大人(中学生以上)　２，４５０円→２，２００円
子供(４歳～小学生)　１，２５０円→１，１５０円

登別市登別東町１丁目２２番地
0143-83-3800

登別東ＩＣ

登別伊達時代村

入場券
大人フリーパス(中学生以上)　2，900円→2，500
円
小学生　1，500円→1，300円
幼児(4歳以上～未就学児童)　600円→500円

登別市中登別町５３-１
0143-83-3311

登別東ＩＣ

知里　幸恵　銀のしずく記念館

入館料
大人500円→450円
高校生200円→180円
小・中学生100円→90円

登別市登別本町２丁目３４-７
0143-83-5666

登別東ＩＣ

古趣　北乃博物館
入館料
大人500円→400円
高校生以下200円→160円

登別市登別東町２-１７－２
0143-83-6931

登別東ＩＣ

たらこ家虎杖浜 864円以上のメニューご利用のお客さまは代金
108円引き

白老郡白老町字虎杖浜185
0144-87-3892

登別東IC

ファームレストランウエムラ レストランメニューご利用のお客さまはソフト
ドリンク200円引き

白老郡白老町字石山109-20
0144-83-4929

白老IC

仙台藩白老元陣屋資料館
入場料金
一般300円 → 250円
団体（20名以上）の場合は、250円→ 200円

白老郡白老町陣屋町681
0144-85-2666

白老IC

ベーカリーショップななかまど 白老和牛バーガー&コーヒーセット
520円→500円

白老郡白老町大町2丁目2-17
0144-82-6677

白老IC

白老たまごの里マザーズ

１回のお会計で1，000円以上お買い上げのお
客さまに、もれなく「新鮮マザーズエッグ（2
個入り1パック）」をプレゼント
※このサービスは白老店のスイーツ館、たまご
館でのお買い物が対象になります。

白老郡白老町字社台289-9
0144-82-6786

白老IC

伊達市

登別市

白老町

アイヌ民族博物館（ポロトコタン）

【入場料】
大人　800円→650円
高校生600円→486円
中学生500円→324円
小学生350円→216円

白老郡白老町若草町2-3-4
0144-82-3914

白老IC

イコロの森
【入園料】
大人　600円→500円
小人　300円→200円

苫小牧市植苗565-1
0144-52-1562

苫小牧東IC

ノーザンホースパーク
【入園料】
大人　500円→400円（1グループ対応）

苫小牧市美沢114-7
0144-58-2116

新千歳空港IC

新ひだか町 (有)八木菓子舗
2,000円以上（税込）お買い上げの方に、「三
石羊羹丸筒ありがとう60g（205円）」をプレ
ゼント

日高郡新ひだか町三石本町35
0146-33-2538

日高門別IC
（日高自動車道）

月形町 月形樺戸博物館

入館料
大人３００円→２５０円
高校大学生１５０円→１００円
小中学生１００円→５０円

樺戸郡月形町１２１９番地
0126-53-2399

岩見沢IC

深川市 深川市音江町字広里59番7
0164-26-3636

深川IC

名寄市 なよろ温泉サンピラー 【入浴料】
大人　400円→300円

名寄市日進
01654-2-2131

士別剣淵ＩＣ

「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」　で２７店舗の
割引が受けられます。
※パスポートは「道の駅ライスランドふかがわ総合案内」で、入手してください。

苫小牧市
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【札樽自動車道】

市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容
所在地（住所）

電話番号
最寄ＩＣ

はまなすの丘公園管理棟ヴィジターセンター
ソフトクリーム
50円引き

石狩市浜町28番地外
0133-62-3450

札幌北IC

あいロード夕日の丘観光案内所 ソフトクリーム
50円引き

石狩市厚田区厚田12番地4
0133-78-2000

札幌北IC

【道東自動車道】

市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容
所在地（住所）

電話番号
最寄ＩＣ

道の駅「夕張メロード」 夕張市紅葉山526-19

夕張観光案内センター
夕張市末広１丁目ゆうばり駅待合所
内

道の駅「むかわ四季の館」 勇払郡むかわ町美幸3丁目3-1 鵡川IC
（日高自動車道）

穂別地球体験館 勇払郡むかわ町穂別79-5 むかわ穂別IC

道の駅「自然体感しむかっぷ」 勇払郡占冠村字中央 占冠IC

星野リゾート　トマムザ・タワー 勇払郡占冠村字中トマム トマムIC

道の駅「樹海ロード日高」 沙流郡日高町本町東1丁目298-1

沙流川温泉ひだか高原荘 沙流郡日高町字富岡

新得町 新得そばの館 お食事より10％割引
上川郡新得町基線102番地
0156-64-5888

十勝清水C

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
0155-34-0825

音更帯広ＩＣ

紫竹ガーデン
入場料
大人　８00円→７00円
小人　200円→150円

帯広市美栄町西４線107番地
0155－60-2377

帯広川西IC
（帯広・広尾自動車

道）

上士幌町 ナイタイ高原牧場レストハウス ソフトクリーム50円引き
河東郡上士幌町字上音更85番地2
090-3398-5049

音更帯広ＩＣ

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円割引き
（ただし販売期間中のみ（例年は10月初旬まで））

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円引き 子供３０円引き

石狩市

音更町木野大通西１９丁目５
（特産センター）0155-31-8511
（中華バイキング桃花）0155-30-
2302

音更帯広ＩＣ

帯広市

夕張市
むかわ町
占冠村
日高町

ロックんロード274キーホルダープレゼント
4市町村内の84店舗でさまざまな優待を受けること
が出来るキーホルダーをプレゼント
【お問い合わせ先】
0123-52-3141（夕張市役所）
0145-45-2115（むかわ町役場）
0167-56-2124（占冠村役場）
01457-6-2008（日高町役場）

夕張IC

占冠IC

（中華バイキング桃花） 大人５０円引き、子供３０円引き

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
・カートＤＥ公園めぐり　高校生以上 ６００円→４００
円、中学生４００円→２００円、小学生以下　２００円
→無料
・レンタル自転車１台１時間　２００円→１００円

音更町十勝川温泉南１８丁目１
0155-32-6780

音更帯広ＩＣ

アトリエ秋桜窯「ティールームコスモス」 コーヒー　３５０円→３００円
幕別町千住397-92
(札内東興業団地）
0155-56-7030

音更帯広ＩＣ

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」

【入館料】
大人　950円→750円
※割引は大人のみ。20時以降大人700円（割引
なし）

中川郡幕別町字依田384
0155-56-2121

帯広川西IC
（帯広・広尾自動車

道）

ナウマン象記念館
入館料
大人　300円→200円
子供（小学生・中学生）　200円→100円

幕別町忠類白銀町383-1
01558-8-2826

忠類IC
（帯広・広尾自動車

道）

ナウマン温泉ホテルアルコ２３６
日帰り入浴料
大人（中学生以上）　500円→400円
子供（小学生）　250円→200円

幕別町忠類白銀町384-1
01558-8-3111

忠類IC
（帯広・広尾自動車

道）

道の駅・忠類 アイスクリーム　230円→200円
幕別町忠類白銀町384-12
01558-8-3236

忠類IC
（帯広・広尾自動車

道）

ＪＡ忠類
農畜産物直売所　菜の館ベジタ

ドリップコーヒー　1杯100円
幕別町忠類白銀町383-8
01558-8-3303

忠類IC
（帯広・広尾自動車

道）

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

0155-53-3663

更別IC
（帯広・広尾自動車

道）

さらべつカントリーパーク（オートキャン
プ場）

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
0155-52-5656

更別IC
（帯広・広尾自動車

道）

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　３２０円→２７０円
池田町字清見８３
015－572－4040

池田IC

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

本別町北３丁目１番地１
0156-22-5819

本別IC

更別村

音更町

幕別町
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「北海道ＥＴＣ夏トクふりーぱす」お申込み確認メールのプリントアウト、または
スマートフォン・携帯電話でメール受信画面をチェックイン時にご提示ください。

　

　
　

別添３

特典５ アウトレットのお買物＆ご飲食券

特典４ プリンスホテル特別宿泊プラン

・プレゼントは「北海道ETC夏トクふりーぱす」のご利用日に限ります。

・「北海道ETC夏トクふりーぱす」のお申し込み１件につき、各アウトレットモールでそれぞれ１回

限り有効です。

・5,000円以上(税込)のレシート（複数枚の合算は無効）と申込完了メールのプリントアウトまたは

スマートフォン・携帯電話で申込完了メール受信画面を下記プレゼント受付窓口でご提示ください。

千歳アウトレットモール・レラ … レラアトリウムインフォメーション

三井アウトレットパーク札幌北広島 … クローバー・モール１階総合案内所

千歳アウトレットモール・レラ 三井アウトレットパーク札幌北広島



「北海道ETC夏トクふりーぱす」おすすめ周遊コース
函館発「人気観光地を巡る欲張り旅」

参考資料：夏トクふりーぱすご利用例（普通車の場合）

（参考）主な区間の片道料金（普通車）
通常料金 休日割引料金

札幌南IC～大沼公園IC ¥6,010 ¥4,210
札幌南IC～音更帯広IC ¥4,360 ¥3,050
札幌IC～旭川鷹栖IC ¥3,320 ¥2,320

大沼公園IC～旭川鷹栖IC ¥9,740 ¥6,820
大沼公園IC～音更帯広IC ¥8,510 ¥5,960
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