
 

 

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します。 

平成３１年３月１４日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

 

北海道のすべての高速道路が定額で乗り降り自由！ 

ドラ割「北海道観光ふりーぱす」 明日午後３時から申込受付開始 
～ＧＷから使えるお得な特典やプレゼントも決定～ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、平成３１年３月８日付でプレスリリースした「ドラ割

『北海道観光ふりーぱす』」について、週末プラン・ゆったりプランの申込受付を明日午後３時から開始

しますのでお知らせします。 

また、ゴールデンウィークから使える特典やプレゼントも決定しました。今年は新たに、取り組みに  

参画している「シーニックバイウェイ北海道」と連携した特典もご用意しています。 

ぜひご活用いただき、楽しいドライブ旅行にお役立てください。 

 

１．週末プラン・ゆったりプランの申込受付開始日時 

  平成３１年３月１５日（金） 午後３時 専用ＨＰにて開始 

（ＰＣ）https://www.driveplaza.com/trip/drawari/  

（モバイル）http://m.driveplaza.com/travel/ 

※「北海道観光ふりーぱす」の各プランの詳細、利用 

可能期間、販売価格などについては、平成３１年 

３月８日付プレスリリース「ドラ割『北海道観光 

ふりーぱす』 ４月２日からご利用開始」をご覧ください。 

※フェリー限定プランの申込受付開始については、後日お知らせします。 

 

２．ゴールデンウィークから使えるご利用特典 

 「北海道観光ふりーぱす」の申込完了メール等の提示でご利用いただける特典をご用意しました。 

４月２６日(金)からご利用いただけます。 

①シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス（別紙１） 

シーニックバイウェイと連携し、対象の観光施設の入場料割引や、飲食店のデザートサービス

などの特典を受けられます。 

②地域寄り道の特典・サービス（別紙２） 

北海道内の計４７カ所の観光施設や温泉の入場料割引や、飲食店でのドリンク・デザート 

サービスなどの特典を受けられます。 

③プリンスホテル特別宿泊プラン（別紙３） 

道内５つ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。ドライブ旅行の途中に、

プリンスホテルの特別宿泊プランでお得にゆっくりお寛ぎいただけます。 

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/
https://www.driveplaza.com/trip/drawari/
http://m.driveplaza.com/travel/
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/


２ 

 

④アウトレットのお買物＆お食事券プレゼント（別紙４） 

三井アウトレットパーク 札幌北広島と千歳アウトレットモール・レラにてご利用可能な５００円

分のお買物＆お食事券を受け取れます。ドライブ旅行と一緒にお買物もお楽しみいただけま

す。 

⑤遊覧船・離島航路フェリーの特典・サービス（別紙５） 

観光の定番！北海道の海や湖沼を観光できる遊覧船・離島航路フェリーで、運賃の割引や

オリジナルグッズプレゼントなどの特典が受けられます。 

⑥提携レンタカー会社をご利用で特典・サービス（別紙６） 

「北海道観光ふりーぱす」は、ＥＴＣカードがあればレンタカーでもご利用可能です（ＥＴＣ車載

器搭載車に限ります）。提携レンタカーをご利用いただくと、レンタカー店舗から割引や素敵な 

プレゼントなどの特典が受けられます。 

⑦指定のＳＡ・ＰＡでコーヒー１杯５０円引きサービス（別紙７） 

対象のＳＡ・ＰＡにて、ホットコーヒーまたはアイスコーヒー１杯を通常価格から５０円引きで提

供します。高速道路ご走行時の休憩の際に、ぜひご利用ください。 

 

３．アンケートプレゼント 

「北海道観光ふりーぱす」ご利用後、専用ＨＰからアンケートにお答えいただくと、抽選で１００名様

に道内各地の特産品や「シーニックバイウェイ北海道」からのプレゼントが当たります。 

４月２日（火）～７月２１日（日）が第１弾のプレゼント応募期間です。 

第２弾の応募期間は、７月２３日(火)～１１月１０日(日)を予定しています。 

詳細は、専用ＨＰで後日お知らせします。 

 

 

 

 

 

                       

 

 

４．「北海道スマホスタンプラリー」でさらに楽しく 

 北海道内の観光地などをスタンプ取得スポットとし、スマートフォンのＧＰＳ機能を利用した「北海道

スマホスタンプラリー」を、４月２５日(木)から開始予定です。 

 取得したスタンプの数に応じて様々な賞にご応募できるほか、「北海道観光ふりーぱす」を利用さ

れた方だけが応募できる賞もご用意する予定です。 

 「北海道スマホスタンプラリー」については、後日詳細をお知らせします。 

 

５．「北海道観光ふりーぱす」を使ったおすすめドライブコース 

週末プラン・ゆったりプランを使ったお得なドライブコースをご提案します。（別紙８） 

 「北海道観光ふりーぱす」と高速道路を使って、全道各地のドライブ旅行をお楽しみください。 

アンケートプレゼント（一例） 
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シーニックバイウェイ(Ｓｃｅｎｉｃ Ｂｙｗａｙ)とは、景観・シーン(Ｓｃｅｎｅ)の形容詞シーニック(Ｓｃｅｎｉｃ)と、わき道・

より道を意味するバイウェイ(Ｂｙｗａｙ)を組み合わせた言葉です。 

みちをきっかけに地域と行政が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づく

り」を目指す取り組みです。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域おすすめの絶景ポイントの整備や情報発信

など、それぞれの地域ごとに特徴ある活動を展開しています。 

現在、１３の指定ルートと２つの候補ルートがあり、約４００団体が活動しています。 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社も、この取り組みに参画しています。 

詳しくは、シーニックバイウェイ北海道ホームページをご覧ください。（http://www.scenicbyway.jp/） 

http://www.scenicbyway.jp/


特典１ シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 

 

 

 

 

●特典は、4 月 26 日(金)以降の「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、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、「北海道観光ふりーぱす」専用 HP または各施設 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 

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 

しかべ間歇泉公園 入園料 100 円
引き 
道の駅内 浜のかあさん食堂 お食
事代 100 円引き 

函館・大沼・噴
火湾ルート 

えさし海の駅開陽丸 
住所：檜山郡江差町姥神町 1-10 
電話：0139-52-5522 

道央道 
落部 IC 

開陽丸記念館の入館料 大人料金の
み 50 円引き 

どうなん・追分 
シーニックバイ
ウェイルート 

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 

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―体
感未来道―（候
補ルート） 夕張市石炭博物館 

住所：夕張市高松 7 
電話：0123-52-5500 

道央道 
岩見沢 IC 
道東道 
夕張 IC 

大人料金 1,080 円→860 円 
※1 グループ 4 名まで 

トリックアート美術館 
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 

美術館入館料 200 円引き 
大雪・富良野 
ルート 

よろーなCafé&SHOP 
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」１名様につき１杯提供 

天塩川シーニッ
クバイウェイ 

道の駅風 W とままえ 
住所：苫前郡苫前町字苫前 119 番地 1 
電話：0164-64-2810 

深川留萌道 
留萌大和田 IC 

ソフトクリーム 50 円引き 
萌える天北 
オロロンルート 

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（シールなど） 
※センター窓口でお問い合わせください 

※来場者記念品は、無くなり次第、終了いた

します。 

宗谷シーニック 
バイウェイ 

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：0155-29-4821 

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） 

十勝シーニック
バイウェイ 
トカプチ雄大空
間 

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 1500 円→1300 円、 
小人（4-12 才）600 円→500 円 

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→600 円） 
※その他割引併用不可 
※大人 4 名様まで 

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 トッピング無料 

釧路湿原・阿
寒・摩周 シー
ニックバイウェ
イ 

別紙１ 
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特典２ 地域寄り道の特典・サービス 

 

 

 

 

●特典は、4 月 26 日(金)以降の「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、または申込完了メール受信画面をご提示いただき、 

特典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、「北海道観光ふりーぱす」専用 HP または各施設 HP でご確認ください。 

優待施設 最寄 IC 割引内容・特典内容 

東大沼温泉旅館 留の湯 
住所：七飯町字東大沼 42 
電話：0138-67-3345 

道央道 
大沼公園 IC 

日帰り入浴 100 円キャッシュバック 

函館七飯ゴンドラ 
住所：七飯町東大沼 666 
電話：0138-67-3355 

道央道 
大沼公園 IC 

乗車料金 2 割引 

えびす屋 函館店 
住所：函館市豊川町 7-24 

マルカツ・トヨカワコモンズ 1F 
電話：0138-83-7618 

道央道 
大沼公園 IC 

人力車ご利用料金各コース 1,000 円引き 
※お一人様のご提示で 1 台適用＆オリジナル絵葉
書 6 枚プレゼント 

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

道央道 森 IC 入浴料 100 円引き（大人のみ） 

元山牧場直営 ELFIN 
住所：八雲町浜松 366-10 
電話：0137-62-2078 

道央道 
落部 IC・八雲 IC 

アイスクリーム大盛りサービス 

丸金温泉 
住所：長万部町字長万部 403 
電話：01377-2-2617 

道央道 長万部 IC 入浴料 50 円引き（グループ適用） 

歌才オートキャンプ場ル・ピック 
住所：黒松内町字黒松内 521-1 
電話：0136-72-4546 

道央道 長万部 IC 
黒松内新道 
黒松内 IC 

入場料半額 
大人（高校生以上）900 円→450 円 
（利用 1 グループにつき、1 名様限り） 

トワ・ヴェール 
住所：黒松内町字目名 152-4 
電話：0136-72-4416 

道央道 長万部 IC 
黒松内新道 
黒松内 IC 

トワ・ヴェール製品のみ 5%引き（個人で利用可
能） 

インディアン水車公園 すいしゃ 
住所：豊浦町字浜町 89 
電話：0142-83-1700 

道央道 豊浦 IC ホタテフライ半額（通常 300 円） 

洞爺温泉ホテル華美 
住所：洞爺湖町洞爺湖温泉 6 
電話：0142-75-3000 

道央道 
虻田洞爺湖 IC 

入浴料 50 円引き 

むろらんナイトクルージング 
住所：室蘭市祝津町 1 丁目 127-12 
電話：0143-27-2870 

道央道 室蘭 IC 乗船料金 10％割引（要予約） 

ホテルゆもと登別 
住所：登別市登別温泉町 29 
電話：0143-84-2277 

道央道 登別東 IC レンタルタオル 200 円→無料 

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 

入場料割引 
大人：2,900 円→2,500 円 
小人：1,500 円→1,300 円 
幼児：600 円→500 円 

虎杖浜温泉 ホテルいずみ 
住所：白老町字虎杖浜 312-1 
電話：0144-87-2621 

道央道 登別東 IC 入浴料 100 円引き 

別紙２ 
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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 千歳 IC・ 
新千歳空港 IC・ 
苫小牧東 IC 

入園料 100 円引き 

湖畔の宿 支笏湖 丸駒温泉旅館 
住所：千歳市支笏湖幌美内 7 
電話：0123-25-2341 

道央道 
苫小牧西 IC 

入浴料 20％OFF 

サケのふるさと千歳水族館 
住所：千歳市花園 2 丁目 312 

道の駅サーモンパーク千歳内 
電話：0123-42-3001 

道央道 千歳 IC 入館料 1 名様より団体割引適用 

むらかみ牧場 
住所：恵庭市戸磯 156 
電話：0123-32-5093 

道央道 恵庭 IC ソフトクリーム各種 50 円引き 

札幌テレビ塔 
住所：札幌市中央区大通西 1 
電話：011-241-1131 

札樽道 札幌北 IC 展望台入場料 10%割引（1 グループ） 

江別天然温泉 湯の花 
住所：江別市野幌美幸町 33 
電話：011-385-4444 

道央道 江別西 IC ミニデザートサービス 

えべつ角山パークランド 
住所：江別市角山 199-1 
電話：011-389-5000 

札樽道 雁来 IC 
道央道 江別西 IC 

一般料金割引 
一日：1,500 円→1,200 円 
半日：1,000 円→800 円 
18H：700 円→600 円 

天然温泉 岩見沢 ゆらら 
住所：岩見沢市上幌向南 1 条 1 丁目 1196 

-2 
電話：0126-26-2611 

道央道 岩見沢 IC 
入館料大人 100 円引き（館内着・タオルセット
付） 

湯の元温泉旅館 
住所：三笠市桂沢 94 
電話：01267-6-8518 

道央道 三笠 IC 
大人（中学生以上）500 円→400 円 
小人（小学生）250 円→200 円 

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 入浴料 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・ 

砂川 SA スマート IC 
入館料 50 円引き 

岩瀬牧場 
住所：砂川市一の沢 237-6 
電話：0125-53-5778 

道央道 
砂川 SA スマート IC 

ジェラートシングル料金（260 円）でダブルに変
更可 

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 
グライダー体験飛行された方にスチレングライダ
ーをプレゼント 

イルムの里 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 入浴料 50 円引き 

高砂温泉 
住所：旭川市高砂台 8 丁目 235-1-5 
電話：0166-61-0227 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

入浴料 100 円引き 

雪の美術館 
住所：旭川市南が丘 3 丁目 1-1 
電話：0166-73-7017 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

入館料 50 円引き 

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 名分無料 
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剣淵温泉レークサイド桜岡 
住所：剣淵町東町 5141 
電話：0165-34-3100 

道央道 
士別剣淵 IC 

入浴料 100 円引き 

ＶＩＶＡアルパカ牧場 
住所：剣淵町東町 3733 
電話：0165-34-3911 

道央道 
士別剣淵 IC 

オリジナルフォトカードプレゼント 

小樽温泉オスパ 
住所：小樽市築港 7-12 
電話：0134-25-5959 

札樽道 小樽 IC 
大人（中学生以上）850 円→650 円 
子供（3 歳以上～小学生まで）400 円→300 円 

小樽 朝里クラッセホテル 
住所：小樽市朝里川温泉 2 丁目 676 
電話：0134-52-3800 

札樽道 朝里 IC 入浴料 100 円引き 

ちゃりんこ・おたる 
住所：小樽市稲穂 2-7-9 
電話：0134-32-6861 

札樽道 小樽 IC 
自転車レンタル料金割引 
大人料金→子供・学生料金 

天然温泉源泉かけ流し 鶴亀温泉 
住所：余市町栄町 22-1 
電話：0135-22-1126 

後志道 余市 IC 入浴料大人 200 円引き 

佐藤農園パークゴルフ場 
住所：安平町早来北進 39-1 
電話：0145-22-3073 

道東道 追分町 IC 
日高道 沼ノ端西 IC 

貸しクラブ代 300 円→200 円 

むかわ温泉 四季の館 
住所：むかわ町美幸 3 丁目 3-1 
電話：0145-42-4171 

日高道 鵡川 IC 
道東道 

むかわ穂別 IC 
入浴料大人のみ 100 円引き 

占冠 湯の沢温泉 森の四季 
住所：占冠村湯の沢峡 
電話：0167-56-2311 

道東道 占冠 IC 鹿丼 50 円引き 

星野リゾートトマム 
住所：占冠村中トマム 
電話：0167-57-2587 

道東道 トマム IC 
ファームエリア内ミルクスタンド 
トマムの今朝摂れミルク 
通常一杯 300 円→200 円 

然別峡 かんの温泉 
住所：鹿追町字然別国有林 145 林班 
電話：050-5319-6223 

道東道 
十勝清水 IC・芽室 IC 

入浴料大人 50 円引き 

剣山どさんこ牧 
住所：芽室町上美生 12 線 35 
電話：090-2054-7491 

道東道 芽室 IC 乗馬体験 1 割引 

焼肉 KAGURA（カグラ） 
住所：芽室町東 2 条 1 丁目 1-7 
電話：0155-62-8929 

道東道 芽室 IC 
帯広広尾道 
芽室帯広 IC 

お食事された方に指定のソフトドリンク 1 杯サー
ビス 

池田清見温泉 
住所：池田町字清見ヶ丘 10 
電話：015-572-3932 

道東道 池田 IC 大人のみ入浴料 40 円引き（5 名まで） 

本別温泉 グランドホテル 
住所：本別町西美里別 20 
電話：0156-22-3101 

道東道 本別 IC 入浴料 100 円引き（大人のみ） 

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 実物化石プレゼント 
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特典３ プリンスホテル特別宿泊プラン 

 

 

 

 

●５つ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。 

●4月 26 日(金)以降の「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。（満室の場合は予約不可） 

●チェックインの際、「北海道観光ふりーぱす」申込完了メールのプリントアウト、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：0138-67-1111 

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：0154-31-1111 

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 
※営業開始：2019年４月 27日(土)～ 
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特典４ アウトレットのお買物＆お食事券 

 

 

 

 

●1 店舗で対象金額以上お買い上げいただくと、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・ 

レラにて、「お買物＆お食事券 500 円分」をプレゼントします。 

●4 月 26 日(金)以降の「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」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。 

●お買物のレシート（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、特典をご利用の旨お申し出ください。 

 

優待施設 最寄 IC 

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 3-7-6 
 
※お買物レシート対象金額 

1 店舗で 5,400 円以上（税込） 
※受付窓口 

クローバー・モール１階総合案内所 

道央道 北広島 IC 

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 
 
※お買物レシート対象金額 

1 店舗で 5,000 円以上（税込） 
※受付窓口 

レラ アトリウム内インフォメーション 

道央道 千歳 IC 
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●対象の遊覧船や離島航路のフェリーで、割引やオリジナルグッズプレゼントなどの特典が受けられます。 

●特典は、4月 26 日(金)以降の「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、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 割引内容・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 

 
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 

 

 

 

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 

 

 

 

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（乗船客 1 名につき「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） 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

特典５ 遊覧船・離島航路フェリーの特典・サービス  
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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 

 

 

 

知床観光船おーろら 

道東観光開発株式会社 

電話：0152-24-2147 

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 

 

2 



 

 

●対象のレンタカー会社でレンタカーをご利用いただくと、もれなく素敵なプレゼントや特典がもらえます。 

●特典は、4月 26日(金)以降の「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、または申込完了メール受信画面を下記のレンタカー

店舗窓口でご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

会社名 対象店舗 割引内容・特典内容 

トヨタレンタリース札幌 全店舗 
「北海道ロードマップ」「得ダネ！チケッ

ト」をプレゼント 

トヨタレンタリース新札幌 

新千歳空港すずらん店、札幌駅北口店、

札幌駅南口店、すすきの南 9 条店、地

下鉄すすきの駅前店、大通公園西 4 丁

目店、美園店、豊平区役所羊ケ丘通店、

環状通東苗穂店、丘珠空港栄町店、大谷

地流通センター厚別店、野幌店、新琴似

店、西町店、清田店、室蘭店、小樽駅稲

穂 2 丁目店、苫小牧店、岩見沢店、空

知店、ニセコ倶知安店 

トヨタレンタリース旭川 離島（利尻店・礼文店）を除く全店舗 

トヨタレンタリース釧路 全店舗 

トヨタレンタリース函館 
函館店、函館空港店、函館駅前店、新函

館北斗駅前店 

トヨタレンタリース北見 全店舗 

トヨタレンタリース帯広 全店舗 

オリックスレンタカー 新千歳空港店、札幌駅前店、すすきの

店、丘珠空港栄町店、厚別西店、新さっ

ぽろ駅前店、函館駅前店、函館空港店、

旭川駅前店、旭川空港店、帯広駅前店、

帯広空港店、帯広西 2 条店、釧路駅前

店、釧路空港店、北見店、女満別空港店、

中標津店、稚内店、新函館北斗駅前店 

「北海道ロードマップ」「オリジナル特典ブ

ック」各 1部をご出発時にプレゼント 

 

特典６ 提携レンタカー会社の特典・サービス 
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タイムズカーレンタル 札幌駅東店、白石店、千歳空港店、旭川

駅前店、旭川空港前店、稚内駅前店、網

走駅前店、女満別空港前店、釧路駅前

店、釧路空港前店、帯広駅前店、苫小牧

店、函館駅前店、函館空港前店、中標津

空港前店、札幌駅北口店、北見駅前店、

室蘭店、小樽店、稚内空港前店、帯広空

港店、タイムズステーション札幌すす

きの店、発寒南店、すすきの中島公園

店、岩見沢店、木古内駅前店、新函館北

斗駅前店、タイムズステーション札幌

駅前店、札幌大通駅前（タイムズステー

ションさっぽろ創世スクエア）店 

タイムズカーレンタルオリジナル北海道ト

ラベルガイドをプレゼント 

 

OTSレンタカー 

 

 

千歳空港営業所 「エンジョイクーポン」をプレセント 

※画像は 2018年冬期分のものです 

バジェットレンタカー 

 

 

新千歳空港店、札幌駅前北口店、函館空

港店、新函館北斗駅前店、旭川空港店、

旭川駅前店 

「バジェットレンタカー特製北海道限定ス

テッカー」をプレゼント 

 

カーレンタル北海道 

 

 

新千歳空港店 基本料金より 10%値引き 

※特典を受けられる期間：2019年 5月 7日～

11月 5日 

 ホンダレンタカー札幌 全店舗 「北海道ドライブマップ」「オリジナル得ダ

ネチケット」をプレゼント 

 

ワールドネットレンタカー 新千歳空港営業所 「北海道観光マップ」をプレゼント 

 

2 



北海道トラベルレンタカー 新千歳空港営業所 運転手様 1名にお飲み物をプレゼント 

※特典の利用要件があります。詳細は、北海道ト

ラベルレンタカーに直接ご確認ください。 

ワンズレンタカー 新千歳空港店 ミネラルウォーター 500ml ペットボトル

1本をプレゼント 

※特典を受けられる期間：2019 年 5 月 11 日

～11月 5日 

HDCレンタカー 函館駅前店、函館空港前店 基本料金 20%OFF 

函館市内ホテルへの配車・引取り無料 

フェリー埠頭への配車・引取り無料 

函館シティマッププレゼント 

 

KEGANI CAMP  ご出発時の記念写真入りフォトフレームを

プレゼント 

※画像はイメージです 

 

3 



 

 

●対象の SA・PAで、ホットコーヒーまたはアイスコーヒー１杯を税込 50円引きで提供いたします。 

●特典は、4月 26日(金)以降の「北海道観光ふりーぱす」のご利用期間中、１回の使用に限ります。 

●「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、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。 

優待施設 営業時間 割引内容・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 

コーヒー１杯分を税込 50円引きで提供 

※ホットコーヒー 

※アイスコーヒー 
 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 

コーヒー１杯分を税込 50円引きで提供 

※ホットコーヒー 

※アイスコーヒー 

 
道央道 輪厚 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-376-2516 
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／アイス）（Ｒ） 

※氷温熟成珈琲（ホット／アイス）（Ｌ） 

 道央道 岩見沢 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0126-25-5861 
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） 

※ホットコーヒー（Ｌ） 

※アイスコーヒー 

 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 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） 

※ホットコーヒー（Ｌ） 

※アイスコーヒー 

 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 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） 

※ホットコーヒー（Ｌ） 

※アイスコーヒー 

 札樽道 金山 PA 

（下り線・札幌方面） 

電話：011-682-9070 
8：00～19：00 

（注）アイスコーヒー利用の場合、冷凍ケースよりアイスコーヒー用カップをご持参ください。 

（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。 

特典７ 指定のＳＡ・ＰＡでコーヒー１杯５０円引きサービス 
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