
 

 

令和２年２月２８日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

 

ご好評の「北海道観光ふりーぱす」今年も販売決定！ 
～北海道のすべての高速道路が定額で乗り降り自由に ４月２４日からスタート～ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、ＧＷ直前の４月２４日からご利用いただけるＥＴＣ

車限定ドラ割「北海道観光ふりーぱす」を販売します。 

お申し込みのご利用期間中であれば北海道内すべての高速道路が定額で乗り降り自由となり、高

速道路を使えば使うほどお得になる商品です。（おすすめ周遊コース参照：別紙１） 

 

１．対象期間 令和２年（２０２０年）４月２４日(金)～１１月４日(水) 

 

２．販売プラン・料金（料金の詳細：別紙２） 

 ①週末プラン・・・土日祝日等を含む連続する最大３日間（詳細：別紙３）、普通車８，０００円など。 

 ②ゆったりプラン・・・平日・休日を問わず連続する４～６日間、普通車４日間１０，７００円など。 

 ③フェリー限定プラン・・・本州から北海道へのフェリー乗車を条件に、連続する７～１４日間、普通車

７日間１３，６００円など。（詳細：令和２年２月２８日付リリース「『北海道観光

ふりーぱす』フェリー限定プラン＆『フェリー特別割引運賃』がお得！」） 

 

３．対象区間 ＮＥＸＣＯ東日本が管理する北海道内のすべての高速道路 

 

４．申込方法 高速道路ご利用開始前に、専用ＷＥＢサイトからお申し込みください。当日でも申込 

可能です。（https://www.driveplaza.com/trip/drawari/2020_hokkaido/） 

令和２年（２０２０年）２月２８日（金）１４時から受付開始 

※フェリーと連携したプランを利用される場合の申込方法等は、「ドラぷら」にてご確認ください。 

 

５．対象車両 

 ＥＴＣ無線走行をする「普通車」または「軽自動車等」 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/2020_hokkaido/


２ 

 

６．利用特典 

 ①シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス（詳細：別紙４） 

 ②地域寄り道の特典・サービス（詳細：別紙５） 

 ③プリンスホテル特別宿泊プラン（詳細：別紙６） 

 ④アウトレットのお買物＆お食事券プレゼント（詳細：別紙７） 

 ⑤遊覧船・離島航路フェリーの特典・サービス（詳細：別紙８） 

 ⑥提携レンタカー会社をご利用で特典・サービス（詳細：別紙９） 

 ⑦指定のＳＡ・ＰＡでコーヒー１杯５０円引きサービス（詳細：別紙１０） 

 

７．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、ウポポイの入場券や道内各地の特産品が、抽選

で１００名様に当たります。 

 

８．「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、令和２年度も実施予定です。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。 

 

９．ご利用上の注意点 

お申し込みのご利用期間中に登録したＥＴＣカードを北海道の高速道路でご利用された場合、期間

中の高速道路料金に関わらず、お申し込みされたドラ割の料金をご請求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウポポイ（民族共生象徴空間）は、２０２０年４月２４日、北海道白老町ポロト湖畔に誕生するアイヌ文化復

興・創造の拠点です。愛称「ウポポイ」は、アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」を意味します。 

ＮＥＸＣＯ東日本は、民族共生象徴空間交流促進官民応援ネットワークの一員として、高速道路を通じた

様々な取り組みにより、アイヌ文化の復興・発展のための拠点となる「ウポポイ」を応援してまいります。 



北海道観光ふりーぱす 週末プラン（最大３日間） おすすめ周遊コース 

 

 北海道観光ふりーぱす 週末プランだと… 8,000円 

 通常料金（ETC普通車）だと…   11,150円 

 

1日目 
（土曜日） 
札幌 

～砂川 

～旭川 

  

２日目 
（日曜日） 
旭川 

～美瑛・富良野 

～阿寒湖 

 

３日目 
（月曜日） 
阿寒湖 

～帯広 

～札幌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各周遊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。 

大雪・富良野ルート 

別紙 1 

 

四季彩の丘（美瑛町） 

 

ETC休日割引 

2,250 円 

一般道 一般道 一般道 

一般道 

道東道 
占冠 IC 

足寄 IC 

旭川出発 美瑛で観光 富良野で観光 

阿寒湖で観光＆宿泊 

通常料金 

1,150 円 

通常料金 

4,860 円 

道東道 一般道 一般道 

帯広広尾道 

道東道・道央道・札樽道 

一般道 

一般道 

帯広で観光 

芽室帯広 IC 札幌北 IC 

阿寒湖出発 足寄 IC 音更帯広 IC 

札幌到着 

ETC休日割引 

1,220 円 

一般道 札樽道 

道央道 
一般道 

道央道 

一般道 

一般道 

ETC休日割引 

1,670 円 
札幌北 IC 奈井江砂川 IC 砂川で観光 

砂川 SAスマート IC 旭川北 IC 旭川で観光＆宿泊 

札幌出発 

3,150円（約 28%）もお得！ 

シーニックバイウェイ「秀逸な道」 

（大雪・富良野ルート：国道 237号上富良野町深山峠） 



北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（４日間） おすすめ周遊コース 
 

 北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（４日間）だと… 10,700円 

 通常料金（ETC普通車）だと…           14,020円 

 

1日目 
（金曜日） 
札幌 

～釧路 

～阿寒湖 

  

２日目 
（土曜日） 
阿寒湖 

～帯広 

～富良野 

 

３日目 
（日曜日） 
富良野 

～美瑛・旭川 

～層雲峡温泉 

 

４日目 
（月曜日） 
層雲峡温泉 

～小樽 

～札幌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各周遊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。 

通常料金 

6,010 円 

一般道 札樽道 

道央道・道東道 
一般道 一般道 

札幌北 IC 阿寒 IC 釧路で観光 札幌出発 

阿寒湖で観光＆宿泊 釧路湿原・阿寒・摩周 

シーニックバイウェイ 

 

一般道 一般道 一般道 旭川紋別道 

一般道 
層雲峡温泉で観光＆宿泊 上川層雲峡 IC 

旭川で観光 富良野出発 愛別 IC 美瑛で観光 

ETC休日割引 

810 円 

ETC休日割引 

950 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 阿寒湖出発 阿寒 IC 帯広で観光 

芽室帯広 IC トマム IC 富良野で観光＆宿泊 

通常料金 

5,010 円 

通常料金 

1,240 円 

一般道 

一般道 一般道 

一般道 

旭川紋別道 

道央道・札樽道 

札樽道 

小樽で観光 層雲峡温泉出発 上川層雲峡 IC 小樽 IC 

小樽 IC 札幌北 IC 札幌到着 

小樽運河（小樽市） 釧路市湿原展望台（釧路市） 

 3,320円（約 24%）もお得！ 

層雲峡・オホーツクシーニック 

バイウェイ（候補ルート） 

 



北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（5日間） おすすめ周遊コース 
 

 北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（5日間）だと… 11,700円 

 通常料金（ETC普通車）だと…           18,450円 

 

1日目 
（水曜日） 
千歳 

～白老 

～函館 

  

２日目 
（木曜日） 
函館 

～登別温泉 

 

３日目 
（金曜日） 
登別温泉 

～帯広 

～南十勝 

 

４日目 
（土曜日） 
南十勝 

～富良野 

～札幌 

 

５日目 
（日曜日） 
札幌 

～北広島 

～千歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各周遊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。 

南十勝夢街道 

 

一般道 道央道 一般道 

一般道 

新千歳空港 IC 
新千歳空港出発 
（レンタカー） 

白老 IC 

一般道 道央道 
函館で宿泊 白老 IC 大沼公園 IC 

道央道 一般道 一般道 
大沼公園 IC 函館で観光＆出発 登別東 IC 

登別温泉で観光＆宿泊 

道央道・道東道 

帯広広尾道 
一般道 一般道 

芽室帯広 IC 登別温泉出発 登別東 IC 

帯広で観光＆南十勝で宿泊 

一般道 

一般道 一般道 

一般道 道央道 
札樽道 

道東道 
富良野で観光 南十勝出発 音更帯広 IC トマム IC 

三笠 IC 札幌北 IC 札幌で観光＆宿泊 

国立アイヌ民族博物館（白老町） 

通常料金 

1,280 円 

通常料金 

4,730 円 

通常料金 

4,360 円 

通常料金 

5,380 円 

ETC休日割引 

950 円 

ETC休日割引 

1,200 円 

イヨマンテ風景（白老町） 

札幌シーニックバイウェイ 

藻岩山麓・定山渓ルート 

 6,750円（約 37%）もお得！ 

一般道 一般道 一般道 

千歳でお買物＆新千歳空港到着 

札幌出発 北広島 IC 北広島で観光 千歳 IC 
道央道 

ETC休日割引 

550 円 

函館・大沼・ 

噴火湾ルート 

 

支笏洞爺ニセコルート 



北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（6日間） おすすめ周遊コース 
 

 北海道観光ふりーぱす ゆったりプラン（6日間）だと… 12,700円 

 通常料金（ETC普通車）だと…           18,610円 

 

1日目 
（土曜日） 
函館 

～洞爺湖温泉 

  

2日目 
（日曜日） 
洞爺湖温泉 

～白老 

～札幌 

 

３日目 
（月曜日） 
札幌 

～旭川 

～層雲峡温泉 

 

4日目 
（火曜日） 
層雲峡温泉 

～帯広 

～トマム 

 

5日目 
（水曜日） 
トマム 

～小樽 

～ニセコ 

 

6日目 
（木曜日） 
ニセコ 

～函館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各周遊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。 

登別地獄谷（登別市） ばんえい競馬（帯広市） 

一般道 道央道 一般道 
虻田洞爺湖 IC 江差で観光 

新函館北斗駅出発 
（レンタカー） 

大沼公園 IC 

一般道 
洞爺湖温泉で観光＆宿泊 

一般道 
トマムで宿泊 

どうなん・追分シーニックバイウェイ 

一般道 

一般道 一般道 

一般道 道央道・札樽道 

道央道 
洞爺湖温泉出発 虻田洞爺湖 IC 白老 IC 

白老 IC 札幌北 IC 札幌で観光＆宿泊 

一般道 

一般道 一般道 

一般道 旭川紋別道 

札樽道

道央道 

旭川で観光 札幌出発 旭川北 IC 札幌北 IC 

愛別 IC 上川層雲峡 IC 層雲峡温泉で観光＆宿泊 

帯広広尾道 
道東道 

一般道 一般道 
帯広で観光 トマム IC 層雲峡温泉出発 芽室帯広 IC 

トマムを観光＆出発 

一般道 

道東道・道央道 

札樽道 

一般道 
小樽 IC 小樽で観光 トマム IC 

一般道 

小樽塩谷 IC 
後志道 

余市 IC ニセコで観光＆宿泊 

一般道 

支笏洞爺ニセコルート 

ETC休日割引 

2,370 円 

ETC休日割引 

1,370 円 

ETC休日割引 

1,780 円 

通常料金 

3,980 円 

通常料金 

4,620 円 

一般道 

一般道 

新函館北斗駅 

到着 

ニセコで観光＆出発 黒松内 IC 大沼公園 IC 
黒松内新道 

道央道 

通常料金 

2,720 円 

通常料金 

410 円 

通常料金 

1,360 円 

銀河・流星の滝（上川町層雲峡） 

 5,910円（約 32%）もお得！ 



北海道観光ふりーぱす 販売プラン・料金一覧 

（１）週末プラン 

 期間・・・最大３日間 

 料金・・・（普通車）８，０００円、（軽自動車等）６，４００円 

 

（２）ゆったりプラン 

期間 普通車 軽自動車等 

４日間 １０，７００円 ８，１００円 

５日間 １１，７００円 ９，２００円 

６日間 １２，７００円 １０，２００円 

 

（３）フェリー限定プラン 

期間 普通車 軽自動車等 

７日間 １３，６００円 １０，９００円 

８日間 １４，６００円 １１，６００円 

９日間 １５，５００円 １２，４００円 

１０日間 １６，３００円 １３，０００円 

１１日間 １７，１００円 １３，６００円 

１２日間 １７，９００円 １４，４００円 

１３日間 １８，７００円 １５，０００円 

１４日間 １９，６００円 １５，７００円 

※「フェリー限定プラン」の価格は高速道路のみの定額料金で、別途フェリー運賃が必要となります。 

別紙２ 

 



北海道観光ふりーぱす 週末プランご利用可能日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 ピンク色の日を利用初日とした場合・・・当日のみ利用可能

週末プラン・・・期間中の土・日含む連続する最大３日間利用可能

別紙３ 

 



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、各施設 HP などでご確認ください。 

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 

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
引券を進呈 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

函館・大沼・噴
火湾ルート 

温泉旅館 矢野 
住所：松前郡松前町福山 123 
電話：0139-42-2525 

函館江差道 
北斗茂辺地 IC 

お食事 1,000 円以上のお客さまに
100 円割引 
（1 回の提示で 4 名まで利用可能） 

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 

日帰り入浴料金を 20%引き 
（1 回の提示で 5 名まで利用可能） 

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 
（1 回の提示で 4 名まで利用可能） 

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） 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 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 

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
ズタルトをプレゼント 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 

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 

シーニックカフェ TIARA（ティアラ） 
住所：苫前郡羽幌町北 3 条 1-27-3 
電話：080-3238-8276 

道央道 
士別剣淵 IC 
深川留萌道 
留萌 IC 

ビックソフト 180 円引き 500 円 
（通常 680 円税込） 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 

萌える天北 
オロロンルート 
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http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/3174/
http://www.matsumae-yano.com/
http://www16.plala.or.jp/kiranoyu/
https://www.marukoma.co.jp/
https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/
http://www.ekara.jp/
http://tokachidake.com/art/
http://nayoro-kankou.com/
https://www.facebook.com/TIARA0515/


 

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 
（ポストカードなど） 
※センター窓口にてお問い合わせください 

（1 回の提示で 5 名様まで） 

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：0155-53-4780 

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
「LOCAL BEANS Collection」
100 円引き（通常価格 500 円を
400 円にて提供）（人数制限なし） 

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 
（1,000 円→800 円） 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 
※その他割引併用不可 

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） 

http://sarobetsu.or.jp/swc/
http://www.tokachi-a-muse.jp/center/daiheigen-center/
http://www.tokachigawa.jp/
http://www.manabegarden.jp/
http://ja-jp.facebook.com/café.corakan/
http://www.conchiglie.net/


特典２ 地域寄り道の特典・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、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 

山川ミルクプラント 
住所：七飯町字大沼町 628 
電話：0138-67-2114 

道央道 
大沼公園 IC 

お会計から 5%割引 
（1 グループにつき 1 回適用） 

はこだてわいん葡萄館本店 
住所：七飯町字上藤城 11 
電話：0138-65-8170 

道央道 
大沼公園 IC 

ワインソフトクリーム 10%割引 
（1 グループにつき 5 名様まで適用） 

ピカタの森アイス工房 
住所：森町字赤井川 81-3 
電話：01374-5-2323 

道央道 
大沼公園 IC 

ソフトクリーム、ジェラート各種 50 円引き 
（1 グループ 1 回、人数上限なし） 

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

道央道 八雲 IC 
ホットコーヒー1 杯サービス 
（1 グループにつき 1 名様） 

おしゃまんべ温泉 丸金旅館 
住所：長万部町温泉町 
電話：01377-2-2617 

道央道 
長万部 IC 

お 1 人につき 50 円引き 
（1 グループにつき 2 名様まで適用） 

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%割引 
（1 グループにつき５名様まで適用） 

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 

入館料大人 1 名 900 円⇒450 円（半額） 
（1 グループにつき 1 名様適用） 

天然豊浦温泉「しおさい」 
住所：豊浦町字浜町 109 
電話：0142-83-1126 

道央道 豊浦 IC 
入館料大人 600 円⇒500 円（100 円引） 
（1 グループにつき 4 名様まで適用） 
※対象は大人に限る 

インディアン水車公園 すいしゃ 
住所：豊浦町字浜町 87-1 
電話：0142-83-1700 

道央道 豊浦 IC 
ホタテフライ（300 円⇒150 円（半額）） 
（1 グループにつき 1 名様適用） 

ハーバルランチ 
住所：洞爺湖町月浦 44 
電話：0142-73-2455 

道央道 
虻田洞爺湖 IC 

2,000円以上体験またはお買い上げされた方1名
につき 100 円引き 

洞爺湖 レイクトーヤランチ 
住所：洞爺湖町月浦 44 
電話：0142-73-2455 

道央道 
虻田洞爺湖 IC 

ドリンクサービス 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

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

道央道 伊達 IC 
入場料 10%割引 
（1 グループにつき 1 回、人数上限なし） 

回転寿司割烹伊達和さび 
住所：伊達市松ヶ枝町 30-1 
電話：0142-25-0101 

道央道 伊達 IC 
「あら汁」1 杯プレゼント 
（1 グループにつき 1 杯） 

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製玉子（300 円）を
1 つプレゼント 
（1 会計に限る） 

登別マリンパークニクス 
住所：登別市登別東町 1 丁目 22 
電話：0143-83-3800 

道央道 登別東 IC 

入園料割引 
おとな（中学生以上）2,500 円⇒2,250 円 
こども（4 歳～小学生）1,300 円⇒1,150 円 
（1 グループにつき 5 名様まで適用） 
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http://yamakawabokujyo.com/
https://www.hakodatewine.co.jp/
https://www.pikatanomori.com/
http://www.marukinryokan.jp/
https://toitvert.shop/
http://user.host.jp/~bunacent/LPIC/
https://shiosai-spa.com/index.html
http://seikoumaru-88.co.jp/
http://seikoumaru-88.co.jp/
http://www.jphorseriding.com/herbal/
https://www.jphorseriding.com/toya/
http://kumakuma.co.jp/
https://www.date-wasabi.com/
https://www.uzura.co.jp/
https://www.nixe.co.jp/


のぼりべつクマ牧場 
住所：登別市登別温泉町 224 
電話：0143-84-2225 

道央道 登別東 IC 
入園料大人 150 円引き、小人 100 円引き 
（1 グループ 1 回、人数制限なし） 

やきとりの一平 登別店 
住所：登別市登別東町 2 丁目 26-2 
電話：0143-83-1818 

道央道 登別東 IC 
人数分×100 円キャッシュバック 
（1 グループ 1 回、人数制限なし） 

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 
（1 グループにつき 5 名様まで適用） 

ナチュの森 
住所：白老町字虎杖浜 393-12 
電話：0144-84-1272 

道央道 登別東 IC 
商品購入の方にミニスキンケアアイテムをプレゼ
ント 
（1 グループにつき 1 名様適用） 

道の駅 むかわ四季の館 
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 

温泉施設利用料 100 円引き 
（1 回のご利用につき大人 2 名様まで適用） 

イコロの森 
住所：苫小牧市植苗 565-1 
電話：0144-52-1562 

道央道 
苫小牧東 IC 
新千歳空港 IC 

ガーデン入園料半額 
グループ全員に適用（まとめてお支払い） 
（65 歳以上のシニアの方は対象外、他の割引との
併用はできません。） 

和牛レストラン ログハウスびび 
住所：苫小牧市美沢 8-5 
電話：0144-58-3456 

道央道 
苫小牧東 IC 
新千歳空港 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 
（1 グループにつき 4 名様まで適用） 

ピッツェリア エ トラットリア チェルボ 
住所：恵庭市黄金南 2 丁目 19-7 
電話：0123-34-6301 

道央道 恵庭 IC 
食後のジェラートサービス 
（1 テーブルにつき全員適用、ランチタイムに限
る） 

ARTLACZE（アルトラーチェ） 
住所：北広島市西の里 798-5 
電話：011-374-3636 

道央道 北広島 IC 
ジェラートご注文の方に、アーモンドクッキート
ッピングサービス 
（1 回のご利用につき 4 名様まで適用） 

町村農場ミルクガーデン 
住所：江別市篠津 183 
電話：011-375-1920 

道央道 江別西 IC 
ソフトクリーム各種 30 円引き 
（1 回のご利用につき 5 本まで） 

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 
札樽道 雁来 IC 

引き馬体験 10%割引 
（1 グループにつき 2 名様まで適用） 

宝水ワイナリー 
住所：岩見沢市宝水町 364-3 
電話：0126-20-1810 

道央道 岩見沢 IC 
ワインお買上げの方 1 本 100 円引き 
（1 回のご利用につき 1 名様 1 本限り適用） 

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 
お食事の方にコーヒーサービス 
（1 グループにつき 6 名様まで適用） 

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 
トッピングソフトクリーム 100 円引き 
（1 グループにつき 1 名様適用） 

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 
※幼児（3 歳以上）100 円は対象外 
※3 歳未満は無料 
（グループ全員に適用） 

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 
（1 回の利用につき 4 名様まで適用） 

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 大人通常 500 円⇒450 円、 
子供通常 300 円⇒250 円 
（1 グループにつき大人・子供合わせて 5 名様ま
で適用） 

https://bearpark.jp/
https://www.e-ippei.com/group/
https://shiraoi.net/spot/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E8%97%A9%E7%99%BD%E8%80%81%E5%85%83%E9%99%A3%E5%B1%8B%E8%B7%A1/
https://nachunomori.jp/
http://www.shikinoyakata.com/
http://www.ikor-no-mori.com/
http://www.bibi.daitohkaihatu.co.jp/
https://estisola.com/cervo/
http://artlacze.com/
http://machimura.mimoza.jp/shop/
http://www.tondenfarm.co.jp/earth-dream-kakuyama
http://housui-winery.co.jp/
https://gotosumiomuseum.com/furanogrill/
https://www.furanojam.com/
http://hkkomplex.wixsite.com/yunomoto-onsen
https://yu-rinkan.com/
http://www.pankenoyu.com/


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 

喫茶コーナーにてドリンク注文の方にケーキをサ
ービス 
（グライダー体験飛行された方1名につき1つま
で） 

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

深川留萌道 
留萌大和田 IC 

お会計より 5%割引（切手・印紙を除く） 
（1 回のご利用につき 4 名様まで適用） 

深川観光案内所レンタサイクル（電動アシ
スト自転車） 
住所：深川市 1 条 9-4 JR 深川駅舎内 
電話：0164-34-5581 

道央道 深川 IC 
レンタサイクル 60 分延長サービス 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

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 1 人につき 100 円引き 

成吉思汗 大黒屋 
住所：旭川市 4 条通 5 丁目 3・4 仲通 
電話：0166-24-2424 

道央道 
旭川鷹栖 IC 

サラダ 1 品サービス（アーモンドサラダ or オニ
オントマトサラダ） 
（1 グループに 1 品） 

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 

会計より 10%割引 
（他券併用不可、ミニラーメンを除く） 
（1 グループにつき 1 回限り） 

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 100 円引き 
大人 800 円→700 円 
高大生 600 円→500 円 
小中生 500 円→400 円 
（1 回のご利用につき 2 名様まで適用） 

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 
旭川鷹栖 IC 

売店商品 10%割引（1,000 円以上にて） 
（1 回のご利用につき 4 名様まで適用） 

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 

製品お買上げの方に「ふぞろいのメレンゲたち」を
1 つプレゼント 
（1 グループにつき 1 回限り） 

わっさむ町食と観光情報案内所 
住所：和寒町字北町 200 交流施設ひだまり
内 
電話：0165-32-6810 

道央道 和寒 IC 
お会計から 100 円引き 
（1 グループにつき 1 名様適用） 

しょさんべつ温泉「ホテル岬の湯」 
住所：初山別村字豊岬 153番地 
電話：0164-67-2031 

道央道 士別剣淵 IC 
深川留萌道 
留萌大和田 IC 

入浴料 100 円引き 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

お食事処 燻し家 
住所：剣淵町西町 6-5 
電話：0165-34-3771 

道央道 
士別剣淵 IC 

お会計から 100 円引き 
（1 回のご利用につき 2 名様適用） 

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

札樽道 札幌北 IC 
展望台入場料 10%割引 
（グループ全員に適用） 

元祖！小樽青の洞窟クルーズ 
住所：乗船場所 小樽市色内 3-3-1 
電話：0134-23-8942 

札樽道 小樽 IC 
料金 500 円引き 
（グループ全員に適用） 

余市川温泉 
住所：余市町入舟町 322 
電話：0135-22-4126 

後志道 余市 IC 
お食事ご注文のお客さまにソフトドリンク 1 杯サ
ービス 
（1 グループ 1 回、人数制限なし） 

サケのふるさと 千歳水族館 
住所：千歳市花園 2 丁目 312 サーモンパー
ク内  
電話：0123-42-3001 

道央道 千歳 IC 
道東道 千歳東 IC 

入館料割引 
通常大人 800 円⇒600 円 
通常高校生 500 円⇒400 円 
通常中学生 300 円⇒200 円で入館可能 
チケットカウンターでご提示ください 

http://www.takikawaskypark.jp/
https://okatteya-moe.shop-pro.jp/?mode=f3
https://www.kitasorachi.com/cycle/
https://www.kitasorachi.com/cycle/
https://www.hyouten.com/
https://daikoku-jgs.com/
http://www.ramenmura.com/
https://yukibi.marryblossom.com/
http://asahidake.hokkaido.jp/ja/
http://pippuring.com/
http://www.misakinoyu.com/index.html
https://www.ibusiya.com/
http://www.tv-tower.co.jp/
http://www10.plala.or.jp/tuusen/index.html
http://yoichigawa.com/
https://chitose-aq.jp/


ファームレストラン ハーベスト 
住所：長沼町東 4 線北 13 
電話：0123-89-2822 

道東道 千歳東 IC 
「いも団子」1 皿サービス 
（1 グループにつき 1 回限り） 

道の駅あびら D51 ステーション 
住所：安平町追分柏が丘 49-1 
電話：0145-29-7733 

道東道 追分町 IC 
特製ポストカードプレゼント 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

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 
お会計から 10%割引 
（1 グループにつき 5 名様まで適用） 

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 
（1 回のご利用につき 4 名様まで適用） 

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

道東道 
十勝清水 IC 

ソフトクリーム 50 円引き 
（1 回のご利用につき 5 名様まで適用） 

十勝千年の森 
住所：清水町羽帯南 10 線 
電話：0156-63-3000 

道東道 十勝清水 IC 
帯広・広尾道 
芽室帯広 IC 

入場料大人 200 円引き、中学生 100 円引き 
1 グループ 1 回（人数上限なし） 
ご来園の際、受付料金所スタッフよりグループ人
数の確認をさせていただきます。 

COWCOW Village 
住所：芽室町祥栄北 8-23 
電話：0155-62-4159 

道東道 芽室 IC 
お食事ご注文のお客さまにドリンクサービス 
（1 グループ 1 回、人数制限なし） 

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 
通常：5,000 円/1 時間から 10%割引 
※2 時間より体験可能 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

めむろ窯 
住所：芽室町東めむろ 3 条南 1-1-1 
電話：0155-62-6966 

帯広・広尾道 
芽室帯広 IC 

ソフトドリンク 1 杯サービス 
（グループ全員に適用） 

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

帯広・広尾道 
幸福 IC 

ジェラート 1 種類（シングル）を 2 種類（ダブル）
に変更 
（グループ全員に適用） 

道の駅さらべつ観光と物産の館ピポパ 
住所：更別村字弘和 464-1 
電話：0155-53-3663 

帯広・広尾道 
幸福 IC 

「すももジャムソフトクリーム」1 個 50 円引き 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

柳月（りゅうげつ）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 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

十勝エコロジーパーク 
住所：音更町十勝川温泉南 18 丁目 1 
電話：0155-32-6780 

道東道 
音更帯広 IC 

コーヒー1杯サービス orソフトクリーム1個50
円引き 
（1 回のご利用につき 1 名様適用） 

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 
全員にチョコっとプレゼント 
（素焼豆、甘納豆等季節により変わります。） 

Woody bell 
住所：足寄町南 2 条 1 丁目 22 
電話：0156-25-6101 

道東道 足寄 IC 
ソフトクリーム260円⇒30円引きの230円（税
別） 
（1 グループにつき 3 名様まで適用） 

 

http://n-harvest.net/
https://d51-station.com/
http://racey.yubari-resort.com/contents/lila
http://www.yunosawa.com/
http://shintokusoba.com/html/page4.html
http://shintokusoba.com/html/page4.html
http://www.tmf.jp/index.php
http://www.oonofarm.jp/cafe/
http://www.tsurugizan-dosanko.com/
https://www.masuyapan.com/newstyleshop/memurogama.php
https://www.t-fromages.com/
http://www.sarabetsu-pipopa.jp/
http://www.ryugetsu.co.jp/sweetpia/
http://www.netbeet.ne.jp/~ecopark/index.html
http://www.okamedou.com/
https://www.facebook.com/ashoro.woodybell/


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。 

●「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：0138-67-1114 

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 

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：2020 年４月 25 日(土)～ 
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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=V0NXSC&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=024&search%3Ahid=024&plan_groupcd=VNNEXC&c=1&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=022&search%3Ahid=022&plan_groupcd=PH532C&search=1&form=jp
https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=022&search%3Ahid=022&plan_groupcd=PH532C&search=1&form=jp
https://www.princehotels.co.jp/kussharo/


特典４ アウトレットのお買物＆お食事券 

 

 

 

 

 

■ 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 札幌北広島にて、500 円分のお買物券をプレゼントします。具体的な特典の利用方法に

つきましては、下表にてご確認ください。 

●「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１回限り有効です。 

 

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 
 

総合案内所に申込画面をご提示
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・レラにて、「お買物＆お食事券 500 円分」をプレゼントします。具体的な特典の利用方

法につきましては、下表にてご確認ください。 

●「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１回限り有効です。 

 

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 
 

1 店舗で 5,000 円以上（税込）
お買い上げのお客さまに、「お買
物＆お食事券 500 円分」をプレ
ゼントします。 
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。 
 
 

※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７ 

 

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


 

 

●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、「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 

（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 

乗船者全員 

 

 

 

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（乗船の皆様） 

 

 

 

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）

乗船客全員 

 

 

 

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 

 

 

 

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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http://www.onuma-park.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://tabi-hokkaido.co.jp/~glassboat/
http://www.hotelfusui.com/enjoy/


 
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 

1グループ（人数制限なし） 

 

 

 

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（稚内～利礼航

路） 

ハートランドフェリー株式会社 

電話：0162-23-8010 

乗船記念品（乗船客 1名につき「新造船アマ

ポーラ宗谷のクリアファイル」1 枚をプレゼ

ント） 

（1グループ 5名まで） 

 

http://www.akankisen.com/
http://www.ms-aurora.com/shiretoko/
http://www.aurens.or.jp/~kankousen/
http://www.heartlandferry.jp/
http://www.heartlandferry.jp/


 

 

●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、「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、

豊平区役所羊ケ丘通店、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、苫小牧駅南口店、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 全店舗 

トヨタレンタリース北見 遠軽店を除く全店舗 

トヨタレンタリース帯広 全店舗 

ニッポンレンタカー 離島（利尻・礼文）を除く全営業所 

「北海道オリジナルドライブマップ」「オリジ

ナル特典 BOOK」をプレゼント 

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

津空港店、稚内店、新函館北斗駅前店 

「オリックスレンタカー北海道店舗ＭＡＰ」

をご出発時にプレゼント 

※画像はイメージです 

特典６ 提携レンタカー会社の特典・サービス 

 

別紙９ 



タイムズカーレンタル 

新千歳空港店、札幌駅北口店、札幌駅前

店、札幌時計台前店、すすきの中島公園

店、札幌すすきの店、小樽店、旭川駅前

店、旭川空港前店、帯広駅前店、帯広空港

店、函館駅前店、函館空港前店、新函館北

斗駅前店、釧路駅前店、釧路空港前店、女

満別空港前店 

次回タイムズカーレンタルＷｅｂサイトでの

予約時に使える 500 円分のレンタルｅチケ

ットプレゼント 

※本券のお受け取り当日にはご利用いただけ

ません 

※本券を店舗へ提示されましても優待は行わ

れません 

※北海道直営店全店でご利用可能です

 

バジェットレンタカー 新千歳空港店 

「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 

OTSレンタカー 千歳空港営業所 

ボールペンをプレゼント 

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 

北海道ノマドレンタカー ノマドレンタカー千歳店 

北海道産のお米 5kgプレゼント 

 



HDCレンタカー 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  車両貸渡料金 10%OFF 

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 

エルモンテ RVジャパン ノマドレンタカー千歳店 

北海道のお酒 1本（北の錦等）プレゼント 

※返却時にお渡しします。 

※飲酒運転は絶対にやめましょう 

 

 

ホンダレンタリース北海道 札幌駅東口店、新千歳空港ラベンダー店 

「北海道特ダネ！チケット」「Honda 北海道

じゃらん」をプレゼント 

 

 



 

 

●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、「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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