
 

 

平成 28 年 5 月 20 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『北海道 ETC 夏トクふりーぱす』を販売します

ので、お知らせします。 

この「ドラ割」は、夏の期間に限定し販売するもので、一定の条件において、週末の連続する最大 3

日間の高速道路料金が定額で乗り放題になる企画商品です。 

これから本格的な観光シーズンを迎えますが、夏休み期間中はもちろん、お盆の時期や、秋の大型

連休にもご利用いただけます。観光や食べ歩き、お買いもの、帰省など、お客さまのご旅行計画によっ

ては大変お得な料金設定となっています。 

また、お申し込みのお客さまには、「アンケートプレゼント」や 21 市町村 78 箇所でご利用できる利用

特典など更にお得な 4つの特典が付いています。 

NEXCO 東日本では、多くのお客さまにこの「ドラ割」ご利用いただけるよう周知を図り、地域振興に貢

献するべく引き続き取り組んでまいります。 

 

 

1．価   格 普通車    ：7,900円    

 軽自動車等 ：6,300円 (二輪自動車含む) 

 

2．利用要件 次の要件を全て満たす方が対象となります。 

①普通車、軽自動車(二輪自動車含む)であること 

 ②ETC無線通信による走行であること 

※ETC を搭載するレンタカーもご利用いただけます。 

 ③下記「3．対象期間」で指定された期間内のご利用であること 

 

3．対象期間  平成 28年 6月 3日(金)～平成 28年 10月 31日(月)の金・土・日・月曜日の

うち、連続する最大 3 日間を基本とし、お盆や秋の大型連休、月曜日が祝日で

連休となる場合は以下に定める期間のうち連続する最大 3日間が定額でご利用

になれます。 

① 7月 15日(金)～7月 19日(火)の 5日間のうち連続する最大 3日間 

② 8月 10日(水)～8月 22日(月)の 13日間のうち連続する最大 3日間 

③ 9月 16日(金)～9月 26日(月)の 11日間のうち連続する最大 3日間 

④ 10月 7日(金)～10月 11日(火)の 5日間のうち連続する最大 3日間 



 

 

 

 

4．利用区間 北海道内の全ての高速道路(NEXCO東日本が管理する高速道路) 

   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  

 

5．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/  

 

6．受付開始日 平成 28年 5月 20日(金) 

 

7．利用特典   ●特典 1  アンケートプレゼント 

ご利用後にアンケートにお答えいただいたお客さまには、抽選で高速道路沿

線地域からご提供いただいた地元特産品など（全 384品）をプレゼント！ 

※プレゼントの内容は別添１のとおり 

            ●特典 2  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 21市町村の 78 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 3  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 4  アウトレットのお買物＆ご飲食券 

三井アウトレットパーク札幌北広島及び千歳アウトレットモール・レラのお買物

＆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 

 

8．ご利用事例  別添の「参考資料：夏トクふりーぱすご利用例(普通車の場合)」 参照             

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31

黄色の日を利用初日とした場合・・・最大3日間（当日・翌日・翌々日）利用可能

水色の日を利用初日とした場合・・・最大2日間（当日・翌日）利用可能

ピンク色の日を利用初日とした場合・・・当日のみ利用可能

【ご利用可能日着色カレンダー】

平成28年9月 平成28年10月平成28年6月 平成28年7月 平成28年8月

http://www.driveplaza.com/trip/drawari/
http://m.driveplaza.com/travel/


 

 

「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

※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
【ペア２０組様】 【ペア１０組様】

由仁町 SPA & INN　メープルロッジ

洞爺湖遊覧船　中島めぐりの乗船券 有珠山ロープウェイ　往復乗車券
【ペア５組様】 【ペア５組様】

お食事券付き入浴セット

施設優待コース

別添１特典１ アンケートプレゼント

（７種・６５品）

（全５コース・５４種・３８４品）

洞爺湖汽船㈱ ワカサリゾート㈱

大雪山旭岳ロープウェイ　往復乗車券
【ペア５組様】

ワカサリゾート㈱

国民宿舎　トムラウシ温泉東大雪荘入浴券
【１０名様】

新得町

㈱苫小牧オートリゾート

【ペア１０組様】
アルテン ゆのみの湯　ペア入

新得町



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

のぼりべつＯＶ９フェイスマスク 牧家　ミルクレープギフト
湯の香ひょうたん飴・えぞ熊笹飴セット 【５名様】
各１個づつの３個セット(計3袋入り)
【２０名様】

スイーツ・お菓子コース （８種・５８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

石狩銘菓詰め合わせ 新幹線開通記念プリン3種セット
【５名様】 ①八雲・忍者プリン（味噌プリン）

②函館・函館プリン（牛乳プリン）
③木古内・みそぎプリン（塩プリン）
（1箱20袋入）　　　【３名様】

石狩市 服部醸造㈱



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 　　　 横綱するめ
【５名様】 　　　 【３名様】

お酒・おつまみコース （６種・２４品）

新得町 　　 福島町観光協会

ほたて貝柱（100ｇ）
【５名様】 【３名様】

枝幸町観光協会

八雲名産ほたて貝柱燻製（ソフトタイプ）３本

八雲町情報交流物産館「丘の駅」



三井アウトレットパーク 札幌北広島 サッポロビール園生ラムキング
お買物＆ご飲食券（3,000円分） バイキング（食べ放題）
【２０名様】 【５名様】

三井アウトレットパーク 札幌北広島 サッポロビール園

ボトルドウォーター ナチュラルミネラルウォーター
「雫、巡る」1箱（24本入) 「陸別百恋水」（1箱24本入）
【１０名様】 【１０名様】

新得町 陸別町

バラエティコース （８種・９８品）

お花の種（ワイルドフラワーミクスチャー） 入浴剤（日本の名湯十勝川モール）
【２０名様】 1セット（5袋入）

【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
uraniwa cafe お食事券（2,000円分） 利用券（2,000円分）
【３名様】 【２０名様】

㈱One World Project ネクセリア東日本　札幌支店



十勝芽室町の魅力詰合わせ 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 　　北寄カレー 　　赤の詰合せセット

「北の輝き」【５名様】 （２個入）【５名様】 【１０名様】 　　【５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 　　鳥越漁業㈱

　　　㈱望月製麺所

らんぼっけのたらこ

詰合せ300ｇ【１５名様】 藤崎わさび園の ホッキ貝３ｋｇ 白老牛サーロインステーキ（150ｇ）

「本わさび三昧セット」 【２名様】 【５名様】

【５名様】

特産品コース （２５種・１３９品）

　　㈲マルフク武澤水産 藤崎わさび園 マルゼン食品㈱ 白老牛の店いわさき

北海道登別の のぼりべつエゾシカ 鹿部たらこ

鹿肉じんぎすかん（500ｇ） むかわ和牛焼肉350ｇ 【３名様】

【５名様】 3号缶3個入

【５名様】

㈲肉のあさひ ㈱伊奈不動産 むかわ町 鹿部温泉観光協会

深川市特産品詰合せ 新得そばセット 　　秘伝やん衆いぶし塩 わがまま丼　苫小牧食堂お食事券

ふかがわ米５ｋｇ・ふかがわシードル２本 【５名様】 　　【３名様】 （ぷらっとみなと市場内）【５名様】

ふかがわポーク２袋【３名様】

　　　　　いずれか一つ

深川市 新得町 　　　鳥越漁業㈱ 北海ダイニング㈱

しずない産米 登別美乃素物語 新得地鶏ラーメン 新ひだか推奨品詰合せセット

産米「万馬券」（ななつぼし） やきとり１０本セット詰合せ 【５名様】 【５名様】

５㎏【５名様】 【５名様】 　　

新得町

むかわ和牛ハンバーグ5個

むかわ和牛セット【５名様】

大和煮・味噌煮・カレー味缶詰

㈲やきとり一平　登別店 新ひだか観光協会

しずない農業協同組合



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

1 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 士別剣淵IC 01654-2-2131
10:00～22:00
※21:00受付終了

毎月第三月曜日（該当日が休日の場合は翌日）は17:00以降の利用
となります。

2 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

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 大沼公園IC 0139-47-4527 9：00～17：00
無休
※冬期休館（11/16～3/16）

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 大沼公園IC 0139-47-3020 9：00～17：00
無休
※冬期休館（11/16～3/16）

※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

北海道昆布館 昆布製品をお買い上げの方に粗品プレゼント 亀田郡七飯町字峠下32‐1 大沼公園IC 0138-66-2000 9:00～17:00 年末年始休（12/31～1/1）

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 大沼公園IC 0138-67-2229 4～11月　8：00～17：00

フレンドリーベア
貸自転車20％割引
ソフトクリーム50円引き

亀田郡七飯町字大沼町215 大沼公園IC 0138-67-2194 9：00～17：00 不定休

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 大沼公園IC 0138-67-3311
4～11月　9：00～17：00
12～3月　10：00～16：00

無休

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 大沼公園IC 0138-67-2158
11：00～19：45
※冬期は19：00まで

無休

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 大沼公園IC 0138-67-2431

4月末～10月末
11：00～19：00（LO18：30）
10月末～4月中旬頃
11：00～15：00（LO14：30）

不定休
年末年始休（12/31～1/1）

5 鹿部町 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18-１
大沼公園IC

森IC
01372-7-5655

夏期期間（4月～10月）
8：30～18：00
冬期期間（11月～3月）
9：00～17：00

【休園日】10月～3月　第4月曜日（祝日の場合は翌々日)
※4月～9月は無休、年末年始休（12/31～1/5）

伊勢屋 食事の方へ、ソフトドリンク1杯サービス 二海郡八雲町本町197 八雲IC 0137-62-2733
11:00～22:00(Ｌ.Ｏ21:00）
【ランチタイム】
11:00～14:00（ＬＯ14：00）

毎週日曜日定休、年末年始定休

クレールいとう
1,500円以上のお買いもので、焼き菓子「みみづりほたて」を1つプ
レゼント

二海郡八雲町本町118 八雲IC 0137-62-2856
月～土   9：00～20：00
　 日　　10：00～20：00

元日

八雲町情報交流物産館「丘の駅」
2,000円以上のお買いもので、ホットコーヒー1杯プレゼント
（夏トクふりーぱす1冊で1杯）

二海郡八雲町浜松368-8 八雲IC 0137-65-6100 10；00～18：00 毎週月曜日定休（月曜日が祝祭日の場合は、翌平日）

地域寄り道の特典・サービス
夏トクふりーぱすご利用の方限定！沿線市町村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「夏トクふりーぱす申込完了メール」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6月上旬～平成28年10月下旬

「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。
パスポートは「道の駅ライスランドふかがわ」の総合案内で、ゲットしてください。
※対象店舗・地図は、６月以降、「道の駅ライスランドふかがわ」の総合案内に掲示します。
※店舗で夏トクふりーぱす申込完了メールをご提示頂いても特典が受けられます。

4

3

6

福島町

七飯町

八雲町

別添２ 

道の駅ライスランドふかがわ 

http://www.nayoro.co.jp/sunpillar/
http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/sumo/memory/default.htm
http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/tonneru/default.htm
http://www.onuma-park.com/
http://friendly-bear1985.com/
http://www.e-okhotsk.com/oonuma/
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/data/71/each.htm


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

地域寄り道の特典・サービス
夏トクふりーぱすご利用の方限定！沿線市町村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「夏トクふりーぱす申込完了メール」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6月上旬～平成28年10月下旬
別添２ 

ラーメン工房　夢屋
「川合さん家の魔性の葱豚丼」を注文された方に、「八雲産ベビー
ホタテと軟白葱の広東麺」を50％割引

二海郡八雲町末広町64-2 八雲IC 0137-63-2113
11：30～14：30
16：00～21：00

毎週水曜日定休

八雲温泉おぼこ荘
宿泊の方へ、ソフトドリンク1人1杯サービス
日帰温泉入浴の方へ、入浴料大人50円引き

二海郡八雲町鉛川622 八雲IC 0137-63-3123

【宿泊】
15：00～11：00
【日帰温泉】
11：00～21：00（4～11月）
11：00～20：00（12～3月）

不定休

服部醸造(株)
丸八ショップ（工場直営店）へお越しの方へ、先着30名様にオリジ
ナルメモ帳プレゼント

二海郡八雲町東雲町27 八雲IC 0137-62-2108 10:00～17:00 不定休

トワ・ヴェール
2階レストラン
アイスクリーム50円引き（250円→200円）

黒松内町字目名152-4 黒松内IC 0136-72-4416
冬期　10:00～17:00
夏期　10:00～18:00

【定休日】月曜日、祝日の場合は翌平日

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 黒松内IC 　　0136-72-4566
　　11:00～21:30
　　※最終入館21:00

【定休日】第1水曜日

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 黒松内IC 0136-72-3010
平日　11:00～14:00
　　　　17:30～20:00（LO19:30）
休日　11:00～20:00（LO19:30）

無休

8 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 虻田洞爺湖IC 0142-75-2555 9：00～17：00 12/31～1/1休

9 壮瞥町 有珠山ロープウェイ
【ロープウェイ往復乗車運賃割引】
大人 1,500円→1,350円
小人（小学生） 750円→680円

有珠郡壮瞥町字昭和新山184-5 伊達IC 0142-75-2401 夏季８：１５～１７：４５
営業時間については、季節により異なりますので、ご注意ください。
悪天候により運休する場合がございます。

10 伊達市 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 伊達IC 0142-22-5155
4月～12月　9：00～18：00
1月～3月　9：00～17：00

年末年始休

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 登別東IC 0143-83-5666
9:30～16:30
※入館は16：00まで

【休館日】
毎週火曜日(祝祭日を除く)
年末年始(12/28～1/5）

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 登別東IC 0143-83-3311
4月～10月　9：00～17：00
11月～3月　9：00～16：00

無休
※冬期に館内保守点検のため数日の休館日を設けております。お問
い合わせください。

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 登別東IC 0143-83-3800
9：00～17：00
※最終入園は16：30まで

夏トクふりーぱす期間中　無休

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 登別東IC 0144-87-3892
9：00～18：00
（お食事コーナー11：00～17：
00）

夏トクふりーぱす期間中　無休

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 白老IC 0144-83-4929 11：00～18：00 無休

黒松内町

登別市

白老町

7

11

6

12

八雲町

http://www9.plala.or.jp/shirokanipe/index.html
http://www.edo-trip.jp/
http://www.nixe.co.jp/
http://www.kojohama.co.jp/html/user_data/tenpo.php
http://wagyu-oukoku.com/


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

地域寄り道の特典・サービス
夏トクふりーぱすご利用の方限定！沿線市町村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「夏トクふりーぱす申込完了メール」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6月上旬～平成28年10月下旬
別添２ 

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 白老IC 0144-85-2666 9：30～16：30
【休館日】
毎週月曜日（祝日の場合は翌日休）
年末年始（12/31～1/5）

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 白老IC 0144-82-6677 10：00～17：00 第一日曜日・祝日

白老牛の店いわさき
店内でお食事されたお客さまで、ご希望された方にシャーベット無
料サービスいたします。

白老郡白老町字社台271-44 白老IC 0144-82-5093 11：00～20：00
【定休日】不定休（月3回の月曜日。毎月の定休日は店ホームページ
の「新着情報」でご案内。）

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 白老IC 0144-82-3914 8：45～17：00 年末年始休（12/29～1/5）

アルテンゆのみの湯
【入浴料】
大人600円→500円
同伴の大人も割引、子供料金は変わりません。

苫小牧市字樽前421-4 苫小牧西IC 0144-61-4126
10:00～22:00
※最終受付は21:20まで

休館日　毎月第3水曜日

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 苫小牧東IC 0144-52-1562 9：00～17：00
【営業期間】4月下旬～10月下旬
※期間中無休

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 新千歳空港IC 0144-58-2116
9：00-18：00
(10月は9：00～17：00)

無休

ホテルローレル
レストランメニューのうち、エゾシカ各定食（カツレツ、カットステー
キ、クワ焼）を1,200円→1,080円

日高郡新ひだか町静内本町1丁目1番1 日高門別IC 0146-42-7211
11：00～14：00
17：00～21：00

無休

（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 日高門別IC 0146-33-2538 7：30～19：30 無休（元日休)

15 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

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

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

紫竹ガーデン ソフトクリーム1個プレゼント 帯広市美栄町西4線107番地
帯広川西IC

幸福IC
0155－60－2377 8：00～18：00 【営業期間】4/18～11/30(期間中無休）

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
・カートDE公園めぐり　高校生以上　600円→500円
                               中学生　400円→300円
                               小学生以下　200円→100円
・レンタル自転車　1台1時間　200円→100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）

新ひだか町

帯広市

音更町

白老町

苫小牧市13

12

17

16
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http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/bunya/jinya/
http://www.shiraoi-kouyuukai.jp/
http://www.iwasakiwagyu.com/
http://www.ainu-museum.or.jp/
http://www.ainu-museum.or.jp/
http://www.dp-flex.co.jp/arten
http://www.ikor-no-mori.com/
http://www.northern-horsepark.co.jp/
http://www.h-laurel.jp/
http://gansomitsuishiyokan.com/
http://shintokusoba.com/
http://www.banei-keiba.or.jp/
http://shichikugarden.com/
http://www.otofukebk.com/
http://www.otofukebk.com/
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/data/31/each.htm
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/data/31/each.htm
http://www.tokachi-ecopark.jp/


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

地域寄り道の特典・サービス
夏トクふりーぱすご利用の方限定！沿線市町村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「夏トクふりーぱす申込完了メール」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6月上旬～平成28年10月下旬
別添２ 

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～
チェックアウト　～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 帯広川西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・忠類 ソフトクリーム50円割引 中川郡幕別町忠類白銀町384番地12 忠類IC 01558-8-3236 9：00～18：00 年末年始休

ナウマン温泉ホテルアルコ236 入浴料　大人100円割引、小学生50円割引 中川郡幕別町忠類白銀町384番地１ 忠類IC 01558-8-3111
11：00～23：00
(22：30 受付終了)

無休

ＪＡ忠類
農畜産物直売所　菜の館ベジタ

ドリップコーヒー　200円→100円 中川郡幕別町忠類白銀町383番地８ 忠類IC 01558-8-3303 9：30～17：30
【定休日】毎週水曜日
火曜日9：30～13：00迄営業

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）
冬期間一部閉鎖する施設あり

20 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）

21 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
レストランのみ毎週火曜定休

幕別町

更別村19

18

http://www.route-inn.co.jp/gv/tokachi/
http://www.route-inn.co.jp/gv/tokachi/
http://www.arco236.co.jp/
http://www.arco236.co.jp/
http://www.sarabetsu-pipopa.jp/
http://www.sarabetsu-pipopa.jp/
http://www.furusatoikeda.com/
http://www.furusatoikeda.com/


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

●夏トクふりーぱすの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。
●特別宿泊プランの詳細は、各ホテルにご確認ください。

対象・・ 札幌プリンスホテル TEL011-241-1111

新富良野プリンスホテル TEL0167-22-1111

富良野プリンスホテル TEL0167-23-1111

釧路プリンスホテル TEL0154-31-1111

屈斜路プリンスホテル TEL015-484-2111

函館大沼プリンスホテル TEL0138-67-1111

　
　

別添３

特典４ アウトレットのお買物＆ご飲食券

特典３ プリンスホテル特別宿泊プラン

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

●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）とお申込み完了メールの

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。

例）釧路プリンスホテルスタンダードツイン Ｈ２８．９．１ 素泊まり一泊の場合

２名利用１名様料金６，４１５円⇒６，０００円（ＱＵＯカード５００円付）
※ご利用日・ご利用人数により料金は変動いたします。



「北海道ETC夏トクふりーぱす」おすすめ周遊コース
函館発「 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 例（普通 の場合）

（参考）主な区間の 道料 （普通 ）
通常料 休 割引料 

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

ゆに


