
 

 

令和元年１０月２８日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

 

北海道内３エリアの高速道路が定額で乗り降り自由 

ドラ割『北海道冬トクふりーぱす』１２月６日からご利用開始 

～冬のレジャーシーズン間近！長距離ドライブ旅行にはコレ！～ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、冬のレジャーシーズンに向けて、北海道内の対象

エリア内で高速道路が定額で乗り降り自由となるＥＴＣ車限定ドラ割「北海道冬トクふりーぱす」（以下、

「冬トク」といいます。）を発売します。 

目的の観光エリアによって、道北・道東・道南の３つのプランからお選びいただけます。また、平日休

日を問わず、利用期間中いつでもご利用いただけます。 

今年の冬のドラ割は、当社が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

等もご用意し、新たに「北海道冬トクふりーぱす」として１２月６日からご利用開始します。 

 

１．対象期間 

令和元年１２月６日（金）～令和２年４月６日（月）のうち、連続する２日間～３日間 

  ※年末年始も含め平日休日を問わず、いつでもご利用可能です。 

 

２．販売価格・対象エリア 

連続する２日間 

【普通車】    ６，１００円 

【軽自動車等】 ４，９００円 

連続する３日間 

【普通車】    ７，１００円 

【軽自動車等】 ５，７００円 

       ※各プラン同価格 

       ※消費税込 

 

 

 

３．申込方法 

・申込受付は、令和元年１１月１５日（金）１４時から開始します。 

・ご利用開始前にＮＥＸＣＯ東日本のホームページ「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。 

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

【対象エリア内の高速道路が定額で乗り降り自由になります】 

× 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/


２ 

４．「冬トク」のお得な利用例 

   例えば、土日に札幌から函館へ一泊旅行。帰路では洞爺湖に立ち寄り観光。通常は９，２１０円

のところ、「冬トク」を利用すれば６，１００円と、３，１１０円もお得！ 

詳細は別紙１をご覧ください。 

 

５．「冬トク」のお得なご利用特典 

冬の観光がよりお得に楽しめる特典を多数ご用意しています。詳細は別紙をご覧ください。 

 ①シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 別紙２ 

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アウトレットの特典 別紙３ 

千歳アウトレットモール・レラと三井アウトレットパーク札幌北広島で受け取れるクーポンやオリジナ

ル特典をプレゼントします。 

 ③プリンスホテル特別宿泊プラン 別紙４ 

道内４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スイーツ＆あったかグルメ特典 別紙５ 

ドライブ旅行の途中で気軽に立ち寄っていただける食の特典をご用意しております。 

 ⑤ＳＡ・ＰＡ特典 別紙６ 

対象のＳＡ・ＰＡでホットコーヒー１杯を通常価格から５０円引きで提供いたします。また、砂川ＳＡ・ 

岩見沢ＳＡでご利用いただける「道北プラン」ご利用のお客さま限定の特典もご用意しました。 

 

６．抽選で特産品などが当たる！アンケートプレゼント 

利用終了後、アンケートにお答えいただくと、 

抽選で６０名様に特産品や「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。 

 

７． 「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回ってスマートフォンのＧＰＳ機能でスタンプを集めて応募すると、抽選で

豪華賞品が当たる「北海道スマホスタンプラリー」を実施します。 

全道各地のスポットを回るには、高速道路を定額で乗り降りできる「冬トク」がピッタリ。「冬トク」を利

用された方だけが応募できる賞もご用意します。 

※現在実施中の「令和元年記念!!北海道スマホスタンプラリー」とは別のスタンプラリーです。 

※詳細は後日記者発表でお知らせします。 

 

８．ご利用上の注意点 

・北海道の冬の高速道路は、天候が急変し、雪などにより通行止めになることがあります。本商品

ご利用開始後の解約・返金はできませんので、ご走行前に天気予報及び交通状況をご確認の

上、ご出発ください。高速道路をご走行前であれば、解約は可能です。 

【アンケートプレゼント（一例）】 



３ 

「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。 

・申込プランの対象区間を越えて走行した場合は、対象区間内にあたる部分と対象区間外にあた 

る部分とを分割し、対象区間外の部分について本商品の料金とは別途通常の料金を請求いたし

ます。 

・複数の異なるプランを重複してお申し込みいただいた場合、一度でも複数プランの区間を跨いで

走行をすると複数プランの料金をご請求しますので、重複のお申し込みは十分にご注意下さい。 

 

９．冬の安全運転のお願い 

・昼夜の寒暖差や降雪などの気象条件により、路面状況が変化することがあります。冬タイヤに交

換して冬に備え、運転する際には路面状況に応じてスピードダウンをお願いします。 

・冬道は少しの運転操作ミスで車のコントロールを失います。「急ハンドル」、「急加速」、「急ブレー

キ」など、「急」のつく操作を控えて慎重な運転をお願いします。 

・想定外の吹雪や地吹雪に巻き込まれることを防ぐためにも、当日だけでなく数日前からの情報収

集が大切です。ＮＥＸＣＯ東日本のホームページ「ドラとら」などで交通情報、気象情報を事前に

チェックするようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３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/


【「北海道冬トクふりーぱす」を使ったおトクなご利用例】 
「道北プラン（3日間）」おトクなご利用例 

 
 

 

1日目 
（金曜日） 
千歳 

～砂川 

～層雲峡

２日目 
（土曜日） 
層雲峡 

～旭川 

～小樽 

３日目 
（日曜日） 
小樽 

～余市 

～千歳 

 

 

 

 

                

  層雲峡温泉氷瀑まつり（上川町）    旭山動物園（旭川市）       小樽運河（小樽市） 

 

 

 

「道東プラン（２日間）」おトクなご利用例 

 
 

 

1日目 
（金曜日） 
札幌 

～阿寒湖 

～釧路 

  

２日目 
（土曜日） 
釧路 

～帯広 

～札幌 

 

 

別紙１ 

3,730 円お得！ 

旭川紋別道
一般道 一般道 一般道 

愛別 IC 

旭川北 IC 小樽宿泊 

層雲峡出発 旭川観光 

小樽 IC 
一般道 

ETC 休日割引 

290 円 

後志道 一般道 一般道 
余市観光 小樽で観光＆出発 小樽塩谷 IC 余市 IC 

余市 IC 千歳 IC 千歳到着 

一般道 

後志道 
札樽道・道央道

一般道 

ETC休日割引 

1,860 円 

北海道冬トクふりーぱす 道東プラン（２日間）  6,100 円 

ETC料金                    9,510円 
3,410円お得！ 

通常料金 

5,590 円 

一般道 道央道 

道東道 
一般道 一般道 

札幌南 IC 足寄 IC 阿寒湖で観光 札幌出発 

釧路で宿泊 
釧路湿原・阿寒・摩周 

シーニックバイウェイ 

 

ETC 休日割引 

810 円 

ETC休日割引 

3,110 円 

道東道 一般道 一般道 

一般道 一般道 帯広広尾道 

道東道 

音更帯広 IC 釧路観光＆出発 阿寒 IC 帯広で観光 

芽室帯広 IC 札幌南 IC 札幌到着 

北海道冬トクふりーぱす 道北プラン（3 日間）  7,１00 円 

ETC料金                    10,830 円 

一般道 道央道 一般道 

道央道 

旭川紋別道 

一般道 

一般道 

千歳 IC 奈井江砂川 IC 砂川観光 

砂川 SA スマート IC 層雲峡で観光＆宿泊 

千歳出発 

上川層雲峡 IC 

通常料金 

3,300 円 

通常料金 

2,030 円 

上川層雲峡 IC 

ETC休日割引 

3,350 円 

道央道 

札樽道 
 



 

   

       

     阿寒湖（釧路市）      釧路市湿原展望台（釧路市）     タウシュベツ川橋梁（上士幌町） 

 

 

 

「道南プラン（２日間）」おトクなご利用例 

 
 

 

1日目 
（土曜日） 
札幌 

～函館 

  

２日目 
（日曜日） 
函館 

～洞爺湖 

～札幌 

 

 

 

     

      五稜郭跡（函館市）      函館山からの夜景（函館市）    サイロ展望台（洞爺湖町） 

 

※ドライブコースの料金にガソリン代や宿泊代は含んでいません。 

※高速道路料金は普通車で ETC を利用した場合としています。 

 

北海道冬トクふりーぱす 道南プラン（２日間）  6,100 円 

ETC料金                    9,210円 
3,110 円お得！ 

一般道 道央道 一般道 

札幌南 IC 函館で観光＆宿泊 札幌出発 大沼公園 IC 

道央道 一般道 
一般道 

大沼公園 IC 函館出発 虻田洞爺湖 IC 洞爺湖で観光 

一般道 

虻田洞爺湖 IC 札幌到着 
道央道 

ETC休日割引 

4,280 円 

ETC休日割引 

2,370 円 

札幌南 IC 

ETC 休日割引 

2,560 円 

函館･大沼･噴火湾 

ルート 



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、「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、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 

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 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

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 50 円引き 
（1 回の提示で１グループまで） 

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 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

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 20％引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

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 100 円引き 
（1 回の提示で 3 名様まで） 

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 
（1 回の提示で１グループまで） 

空知シーニックバ
イウェイ―体感未
来道―（候補ルー
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 

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 

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 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

天塩川シーニック
バイウェイ 

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

豊富バイパス 
幌延 IC 

入浴料 100 円引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

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 
（ポストカード、シールなど） 
※センター窓口にてお申し出ください 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 

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） 
（1 回の提示で１グループまで） 

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 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） 

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 
（1 回の提示で１グループまで） 

釧路湿原・阿寒・
摩周 シーニック
バイウェイ 

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 
（1 回の提示で１名様のみ） 

知床ねむろ・北太
平洋シーニックバ
イウェイ（候補ル
ート） 

別紙２ 

http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/3174/
http://www.kaiyou-maru.com/
http://www16.plala.or.jp/kiranoyu/
https://www.marukoma.co.jp/
https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
https://gotosumiomuseum.com/
http://nayoro-kankou.com/
http://teshiospayubae.net/
http://sarobetsu.or.jp/swc/
https://itadakimasu-company.com/farm-equipment-history/
http://www.tokachigawa.jp/
http://ja-jp.facebook.com/café.corakan/
http://www.conchiglie.net/


特典２ アウトレットの特典 

 

 

 

 

●プレゼントは｢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｡ 

●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。 

 

 

 

施設 特典内容 最寄 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 
 
【受付窓口】 
レラ アトリウム内インフォメーション 
【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。 

道央道 
 

千歳 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 
 
【受付窓口】 
クローバー・モール１階総合案内所 
【受付時間】 
 10：00～20：00 

「三井アウトレットパーク 札幌北

広島」にご来店いただいたお客さま

に、オリジナル特典をプレゼントし

ます。 

道央道 
 

北広島 IC 

別紙３ 

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


特典３ プリンスホテル特別宿泊プラン 

 

 

 

 

●４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。 

●「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。（満室の場合は予約不可） 

●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：0138-67-1114 

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 

 

 

別紙４ 

https://www.princehotels.co.jp/hakodate/
http://www.princehotels.co.jp/sapporo/
https://www.princehotels.co.jp/newfurano/
https://www.princehotels.co.jp/kushiro/


特典４ スイーツ＆あったかグルメ特典 

 

 

 

 

●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、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。 

 

スイーツ特典 
 

優待施設 最寄 IC（※） 割引内容・特典内容 

Cafe akira 
住所：函館市大手町 12-11 
電話：0138-27-2474 

道央道 
大沼公園 IC 

1 グループにつき 10 名まで、100 円引き 

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 

グループ全員、クレープ 50円引き  さらに
クレープお買い上げのお客様には、ソフトド
リンク飲み放題かコーヒー１杯サービス 

カプリス Ｃａｋｅ＆Ｃａｆｅ 
住所：七飯町本町 6-3-3 
電話：0138-64-6056 

道央道 
大沼公園 IC 

1 会計ごとに 1,000 円以上利用で 
お茶（500ml）1 本サービス 

はっぴーストロベリー 
住所：七飯町上藤城 3-69 
電話：0138-64-1515 

道央道 
大沼公園 IC 

1 会計ごとにお会計から 10％off 

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 

グループ 5 名まで、ソフトクリーム 50 円引
き 

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

道央道 
大沼公園 IC 
落部 IC 

1 会計につき、ケーキとドリンクを一緒にご
注文で 50 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 

1 会計につき 3,000 円以上お買い上げで燻製
玉子（330 円）を 1 つプレゼント 

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 

お一人様 100 円引き 

colony 
住所：室蘭市中島町 1 丁目 38-12 
電話：0143-43-1201 

道央道 
室蘭 IC 

登別室蘭 IC 
1 会計につき、お会計から 50 円引き 

Gelateria e Bar Gigi 
住所：恵庭市黄金南 2 丁目 19-7 
電話：0123-21-9915 

道央道 
恵庭 IC 

グループ全員、ジェラートダブル（2 種盛
り）をお会計から 20%off 

自然卵のクレープ 
住所：江別市文京台東町 11-27 
電話：090-5217-2569 

道央道 
江別西 IC 

グループにつきお一人様 50円までのトッピ
ングサービス 

たい吉 
住所：江別市あけぼの町３７−８ 
電話：011-375-6353 

道央道 
江別東 IC 

1 会計につきお会計から 5％off 

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

道央道 
岩見沢 IC 

1 会計につき 1,080 円以上お買い上げでメー
プルリーフパイ（119 円（税込））を一枚サ
ービス 

FELICETTA 
住所：岩見沢市 10 条西 5 丁目 3 
電話：0126-33-6066 

道央道 
岩見沢 IC 

グループ 8 名様までドリンクサービス（コー
ヒー） 

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 グループにつき、へそのおまんぢう 
1 個プレゼント 

共済農場ふらのジャム園 
住所：富良野市東麓郷 3 
電話：0167-29-2233 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 
道東道 占冠 IC 

1 名様トッピングソフトクリーム 100 円引き 

別紙５ 

https://www.facebook.com/Cafe-akira-110389819379763/
https://nanairo-nanae.jp/
https://twitter.com/CapliceNanae
http://careservice-dounan.jp/strawberry/index.html
https://kikonai.jp/
http://ichibankura.sakura.ne.jp/contact.html
http://www.uzura.co.jp/
https://twitter.com/cafe_colony
https://estisola.com/gigi/
https://shizentamago.jimdo.com/
https://taikichi.jimdofree.com/
http://www.akairibon.com/mapleclub.php
https://www.facebook.com/felicetta.iwamizawa/
http://yukidoke.co.jp/
https://www.furanojam.com/


 

  ※「最寄 IC」は、NEXCO 東日本が管理する高速道路及びこれに接続する高速道路の最寄 IC としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩瀬牧場 
住所：砂川市一の沢 237-６ 
電話：0120-113-529 

道央道 
砂川 SA 

スマート IC 

グループにつき 3 名まで、ジェラートダブル
サイズ 50 円引き 

F－CLUB こめっち SHOP Sweets&Cafe 
住所：深川市音江町字広里 59-7 
電話：0164-25-1661 

道央道 
深川 IC 

1 会計につきバリスタコーヒー各 30 円引き 
「お豆なこめッち」各 20 円引き 

道の駅びえい「丘のくら」香麦食堂 
住所：上川郡美瑛町本町 1 丁目 9-21 
電話：0166-92-0920 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

1 グループ 4 名様まで、牛乳ソフトクリーム
50 円引き 

FUKUYOSHI Café 
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 

グループ全員、「トキワ焼き」30 円引き 

パティスリー プティ・ボヌール 
住所：旭川市永山 7 条 4 丁目３－１ 
電話：0166-73-7776 

道央道 
旭川鷹栖 IC 
旭川北 IC 

1 グループに焼き菓子おひとつプレゼント 

シーニック・カフェ 帽子岩 
住所：網走市南 4 条東 6 丁目 2-1 
電話：0152-43-3480 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

グループ 4 名までドリンク 50 円引き 
※他特典・他券との併用不可 

Answer to House of Dream 
住所：北見市北進町 5 丁目 4-54 
電話：0157-61-0282 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

パンケーキご注文のお客様 
550 円（税込）相当のドリンク 1 杯サービス 

カフェテラスリラ 
住所：夕張市末広 2-4 
電話：0123-52-2211 

道東道 
夕張 IC 

1 グループにつき 5 名まで、ご購入商品のお
会計から 10％引き 

cafe&bar つきの 
住所：占冠村字中トマム星野リゾートトマム  

ホタルストリート 
電話：0167-58-1111 

道東道 
トマム IC 

1 グループにつき 4 名まで、星野リゾートオ
リジナルブレンドコーヒー500 円（テイクア
ウトの場合 492 円）より 100 円引き 

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 

帯広広尾道 
芽室帯広 IC 

1 会計につき、お会計から 5%off 

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

帯広広尾道 
中札内 IC 

1 グループにつき 5 名まで、ジェラートシン
グルをダブルに変更 

くりーむ童話 
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 

1 グループ 5 名まで、ジェラートアイスクリ
ーム 30 円引き 

レストラン＆コミュニティ イオマンテ 
住所：釧路市末広町 2-23 
電話：0154-65-1802 

道東道 
阿寒 IC 

1 グループにつき、前菜一皿追加 

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 会計につき、1,000 円以上お買い上げの方
に焼き菓子お 1 つサービス 

ファームデザインズ 
住所：浜中町熊牛基線 109 
電話：0153-64-2310 

道東道 
阿寒 IC 

グループ 4 名様まで浜中町本店限定プレミア
ムソフトクリーム通常サイズ 50 円引（お一
人様 1 回のみ有効） 

Café mille feuille 
住所：野付郡別海町別海宮舞町５１-4 
電話：0153-74-0668 

道東道 
阿寒 IC 

グループにつき 2 名まで、ドリンク 100 円
引き 

http://www.iwasefarm.co.jp/
https://www.facebook.com/Ekicafe
https://biei-info.jp/
https://www.fukuyoshicafe.com/
https://www.petit-bonheur-asahikawa.com/
http://www.ryuhyo-glass.com/index.html
http://www.acp-web.jp/cafe
http://racey.yubari-resort.com/contents/lila
https://www.snowtomamu.jp/hotalu-street/shop/?shop_id=1205
http://www.toteppo-factory.com/
http://t-fromages.com/
http://cream-dowa.com/
https://www.i-omante.com/
http://www.petitdoll.com/
https://www.farmdesigns.com/
https://cafe-milefeuille.jimdofree.com/


あったかグルメ特典 
 

優待施設 最寄 IC（※） 割引内容・特典内容 

かき小屋知内番屋 
住所：上磯郡知内町重内 10-15 
電話： 01392-6-7511 

道央道 
大沼公園 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 

（4 名様まで有効） 

どうなん de’s 
住所：木古内町字本町 338-14 
電話：01392-6-7210 

道央道 
大沼公園 IC 

お一人様ソフトドリンク１杯プレゼント 

焼肉・ホルモン 丸亀 
住所：北斗市七重浜 3－15－30 
電話：0138-49-2718 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員ワンドリンクサービス 

（火曜日～木曜日限定） 

ステーキ＆ハンバーグひげ 函館五稜郭店 
住所：函館市本町 31-19 
電話：0138-86-5211 

道央道 
大沼公園 IC 

グループにつき 6 名様まで、お会計より

10％off 

チャレンジビーフ大沼 黒ベコ 
住所：亀田郡七飯町字上軍川 436 
電話：0138-67-3653 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員ドリンク一杯サービス 

らーめん屋 まつ笠 
住所：七飯町大川 1 丁目 2-10 
電話：0138-65-0550 

道央道 
大沼公園 IC 

グループ全員、ソフトドリンクサービス 

まるみ食堂 
住所：八雲町本町 125 
電話：0137-62-2734 

道央道 
八雲 IC 

グループ全員、「二海カレー」及び「二海カレ
ースペシャル」50 円引き 

スイスレストラン アルポン 
住所：八雲町立岩 403 
電話：0137-62-4344 

道央道 
八雲 IC 

1 会計につき、お会計から 150 円引き 

三八飯店 長万部店 
住所：山越郡長万部町字中丿沢 56-1 
電話：01377-2-5180 

道央道 
長万部 IC 

お料理ご注文の方全員、ウーロン茶一杯サー

ビス 

そば順 伊達本店 
住所：伊達市旭町 23-3 
電話：0142-23-2263 

道央道 
伊達 IC 

1 会計につき、お会計から 100 円引き 

たらこ家虎杖浜 本店 
住所：白老郡白老町字虎杖浜 185 
電話：0144-87-3892 

道央道 
登別東 IC 

1 会計 4 名様まで、「たらこ家スペシャル」
1,760 円(税込)から 50 円引き 

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

道央道 
白老 IC 

ソフトドリンクサービス 
（店内飲食に限る、1 組 2 杯まで） 

苫小牧ビール園 
住所：苫小牧市表町 2-2-22 
電話：0144-84-5554 

日高道 
沼ノ端西 IC 

グループ全員、プレミアムコースご利用で姉
妹店「幸せのタルト」のプリンをサービス
（350 円相当） 
※ご予約時に必ずお伝えください。 

旬のお料理・釜飯 いちえ 
住所：恵庭市柏木町 3 丁目 3-2 
電話：0120-036-151 

道央道 
恵庭 IC 

茶碗蒸し人数分サービス 

シカ肉レストラン あぷかの森 
住所：北広島市輪厚 607-28 
電話：011-511-4855 

道央道 
輪厚スマート IC 

グループ全員、ドリンクサービス（アイスコ
ーヒー、アイスティー、ホットコーヒーどれ
か１つ） 

炭火焼親子丼専門店 忍庵本店 
住所：北広島市大曲幸町 2 丁目 10-4 
電話：070-5065-4105 

道央道 
北広島 IC 

親子丼ご注文の方全員に焼き鳥１本サービス 

レストラン ふらのグリル 
住所：上富良野町東 4 線北 26 号  

後藤純男美術館 2F 
電話：0167-45-6181 

道央道 
三笠 IC・滝川 IC 
道東道 占冠 IC 

グループにつき 6 名まで、お食事の方にコー
ヒーサービス 

仙堂 深川道の駅店 
住所：深川市音江町広里 59-7 ライスランドふ
かがわ 

道央道 
深川 IC 

グループ全員、深川サンギ 7個入 600 円
（税込）のところ、500 円（税込）でご提供 

https://www.facebook.com/かき小屋-知内番屋-1053366354744268/
https://kikonai.jp/restaurant/
https://horumon-marukame.gorp.jp/
https://hige-style.com/
https://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-47.html
http://yakumode.net/marumi/
http://alphorn1.com/
http://www.osyamanbe-kankou.jp/syousai/sanpachi.html
http://www.kojohama.co.jp/html/user_data/free_page.php?id=4
http://wagyu-oukoku.com/index.html
http://www.kama-ichie.com/system001/
https://apukanomori.com/category/restaurant/
https://oyakodon-mitsuba.com/
https://gotosumiomuseum.com/
http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/2390/


 

 ※「最寄 IC」は、NEXCO 東日本が管理する高速道路及びこれに接続する高速道路の最寄 IC としています。 

ブラン・ルージュ 
住所：美瑛町大村村山 
電話：0166-92-5820 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

お食事の方 4 名様までドリンクサービス 

レストラン エスペリオ 
住所：旭川市東旭川町上兵村 240-8 
電話：0166-36-3563 

道央道 
旭川北 IC 

お食事されたお客様全員に 
ミニカップソフトサービス 

手延べうどん・炭火焼き みなみ家 
住所：下川町錦町 29 
電話：0165-54-3194 

道央道 
士別剣淵 IC 

1 グループにつき 1 名まで、海老天 1 本サー
ビス 

レストラン シェルブルー 
住所：北見市北 7 条西 1-1ホテル黒部 
電話：0157-23-2251 

旭川紋別道 
遠軽瀬戸瀬 IC 

お食事の方全員、 
ホットコーヒー又はアイスコーヒーサービス 

オールドリバー 
住所：石狩市新港東 1 丁目 54 

サーモンファクトリー店 2F 
電話：0133-62-4691 

札樽道 
札幌北 IC 
銭函 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 
（1 組 1 杯まで） 

ジェーンズフライドチキン 
住所：札幌市手稲区前田 9 条 10 丁目 5-10 
電話： 011-768-8557 

札樽道 
手稲 IC 
新川 IC 

店内でお食事をされた方、ソフトドリンク 1
杯無料（1 名様、テイクアウトを除く） 

麺乃夢恋 
住所：小樽市春香町 361-1 
電話：0134-65-7059 

札樽道 
銭函 IC 

1 グループ全員、トッピング１品どれでもサ
ービス(ネギだく、玉ねぎだく、卵、のり、メ
ンマ、チャーシュー) 

Trattoria Confortevole 
住所：小樽市富岡 1 丁目 20-1 
電話：0134-22-1156 

札樽道 
小樽 IC 

お一人様 1,500 円以上のお会計でお会計から
100 円引き 

新得そばの館／レストラン玄穣 
住所：上川郡新得町基線 102 番地 
電話：0156-64-5888 

道東道 
トマム IC 
十勝清水 IC 

1 会計につき、レストラン玄穣にてお会計か
ら 10％off 

帯広名物炭火焼豚丼 ぶたいち 
住所：帯広市西８条南１１丁目1−2 
電話：0155-26-4129 

道東道 
音更帯広 IC 

1 グループ、豚丼１杯で 100 円キャッシュバ
ック（お子様豚丼不可） 

魚一 らーめん工房 
住所：釧路市幸町 13 丁目 1 
電話：0154-23-4541 

道東道 
阿寒 IC 

グループ全員、チャーシュー2 枚 or 温泉玉子
サービス 

食事処 白帆 
住所：別海町尾岱沼港町 170 
電話：0153-86-2033 

道東道 
阿寒 IC 

グループ全員、ソフトドリンクサービス 

http://biei-blanc.sakura.ne.jp/
http://esperio.co.jp/
http://shimokawa-minamiya.com/
http://www.hotel-kurobe.co.jp/
https://www.sato-suisan.co.jp/restaurant/oldriver.html
http://janes.co.jp/
https://www.facebook.com/麺乃夢恋-2509727669251706/
https://trattoria-confortevole.com/
http://www.sobanosato.com/tp_detail.php?id=9
http://www.obihiro-butaichi.com/
http://946daisuki.michikusa.jp/UOTTI/TOP.html


 

 

指定の SA・PA でホットコーヒー1杯 50 円引きサービス 

●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。 

●特典は、「北海道冬トクふりーぱす」のご利用期間中、１回の使用に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」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 

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、持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品 

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５ ＳＡ・ＰＡ特典 

 

別紙６ 



「道北プラン」ご利用のお客さま限定特典 
●「道北プラン」をご利用のお客さま限定の特典として、岩見沢 SＡ、砂川 SAで人気のお菓子を１点に限り

税込１０0円引きで提供いたします。 

●特典は、「北海道冬トクふりーぱす」道北プランのご利用期間中、１回の使用に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」道北プランの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 

 

 

 

 

 

 

 

道央道 岩見沢 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0126-25-5861 

 

 

 

 

 

 

 

道央道 岩見沢 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0126-25-5916 

 

 

 

 

 

 

 

道央道 砂川 SA 

（上り線・札幌方面） 

電話：0125-53-3797 

 

 

 

 

 

道央道 砂川 SA 

（下り線・旭川方面） 

電話：0125-53-3607 

営業時間 

１２月～３月 

 

４月～１１月 

 

（上り線） １０：００～１８：００ 

（下り線）  ９：００～１７：００ 

（上り線）  ８：００～２0：００ 

（下り線）  ７：００～１９：００ 

１２月～３月 

 

４月～１１月 

 

（上・下線） 

 

（上・下線） 

９：００～１９：００ 

 

７：００～２１：００ 

特典内容 

赤いリボン めーぷるの樹 (No.0.5) 680円（税込） 

→ １点に限り１００円引き 

 

岩瀬牧場 牛乳せんべい 648 円（税込） 

→ １点に限り１００円引き 

 

 

 

（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。 


