
 

 

 

2019 年 ３ 月 ８ 日 

ＪＲ北海道釧路支社 

～いつもの列車で観光気分 花咲線の新しい楽しみ方～ 

絶景＆グルメ 壮大な大自然「花咲線」を楽しもう！ 
 

 2018 年６月１日から開始した花咲線利用促進の取り組みについて、「見どころをゆっくりと走る取り

組み」、「見どころを音声ガイドＧＰＳアプリでご案内する取り組み」、「列車内でご当地弁当を楽しむこ

とができる取り組み」、それぞれのご利用状況を踏まえ、2019 年度も花咲線の利用促進に継続して取り

組みます。 

 

Ⅰ．2018年度の各種実績(2018年６月～2019年２月末時点)                              

(１)「見どころをゆっくりと走る取り組み」 

   ・釧路発 8:18 発根室行き １日平均 18.6名(釧路駅出発時点) 

   ・根室発 8:22発釧路行き １日平均 16.8名(根室駅出発時点) 

 (２)「音声ガイドＧＰＳアプリ」 

   ・総ダウンロード数 1,121件 

 (３)「ご当地弁当」 

   ・根室市 (株)タイエー 焼さんま寿司・やきとり弁当 237個 

   ・厚岸町 氏家待合所  かきめし          325個 

 

Ⅱ．「見どころをゆっくりと走る取り組み」                              

   (１) 実施期間  2019 年３月 16日(土)～11月 30日(土) 

  (２) 実施内容  見どころで時速約 30km に落として、絶景をゆっくりとご覧いただけます。 

 

      ゆっくり走るポイント① 門静駅～厚岸駅間：厚岸湾の大パノラマ 

   

 

 



 

ゆっくり走るポイント② 厚岸駅～糸魚沢駅間：別
べ

寒
かん

辺
べ

牛
うし

湿原（ラムサール条約湿地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆっくり走るポイント③ 別当賀駅～落石駅間：鉄道ならではの絶景 落石海岸 

  

※ゆっくり走る列車は上下１本ずつ(釧路発８時台の根室行と根室発８時台の釧路行) 

※ダイヤが乱れた場合は実施しないことがあります。 

 



 

 

Ⅲ．「見どころを音声ガイドＧＰＳアプリでご案内する取り組み」                           

 

  (１) 実施期間  通年 

(２) 実施内容  お手持ちのスマートフォン、タブレットで無料アプリ「SkyDesk Media Trek」（富

士ゼロックス(株)提供）をダウンロードしていただき、本アプリを立ち上げ       

ることで、実施区間に差し掛かった際に、ＧＰＳで位置を認識して、見どころの

概要を４カ国語の音声（日本語、英語、中国語、韓国語）で自動的に案内します。 
 

(３)ガイド区間 （上下各７地点、合計 14地点） 

     

 
     ＮＥＷ！が 2019年４月 26 日より新規追加となる地点 

 

(４)ご利用イメージ 

 
   ※車内でのご利用にあたって、イヤホン使用にご協力をお願いします。 

    

○花咲線の音声ガイドをお聞きになる場合はアプリダウンロード後に、「ＪＲ北海道」のブッ

クをマイブックへご登録をお願いします。（すでに花咲線のブックをご利用の方も「ＪＲ北海

道」のブック登録をお願いします。） 

※「ＪＲ北海道」ブックは 2019年３月 12日（火）9:00～登録可能です。それ以前のご利用の場合は、従来通

り、花咲線ブックのご登録をお願いします。 

 

   ・新規追加地点の一例「厚床駅・厚床フットパスのご紹介」 

 

   これから停車するのは「厚床駅」です。1925年にここ厚床から北海道初の殖民軌道が開通し、

根釧原野の開拓の礎となりました。「北海道の簡易軌道」として北海道遺産に登録されていま

す。その後、1933 年に厚床駅から標津線が開業し、その当時は、中標津駅を経由して標津や標

茶まで繋がり、この地域の発展に大きく貢献しました。 

   厚床駅周辺にはいかにも北海道らしい、のどかな酪農地帯が広がっています。この牧草地を自

分の足で楽しめるのが厚床フットパスです。夏は青々とした牧草地を、冬はスノーシューをは

いて一面の白銀の世界をたのしむことができます。途中、開拓期の歴史がしのばれる鉄道遺産

や、根室の気候がつくりだした自然を満喫できます。 

下り列車（釧路～根室） 上り列車（根室～釧路）
地点 地点ガイド内容 ガイド内容

東釧路駅付近 花咲線の紹介 東根室駅付近 日本最東端の駅　東根室

ＮＥＷ！門静～厚岸間 厚岸湾・厚岸町の紹介

ＮＥＷ！別当賀～厚床間 厚床駅・厚床フットパス紹介

落石～別当賀間 落石海岸

厚岸～糸魚沢間 別寒辺牛湿原

ＮＥＷ！糸魚沢～茶内間 浜中町の紹介 ＮＥＷ！厚床～姉別間 浜中町の紹介

ＮＥＷ！姉別～厚床間 厚床駅、厚床フットパス紹介

ＮＥＷ！厚岸～門静間 厚岸湾・厚岸町の紹介

糸魚沢～厚岸間 別寒辺牛湿原

別保駅付近 釧路市・釧路町の紹介
別当賀～落石間 落石海岸
東根室駅付近 日本最東端の駅　東根室



 

Ⅳ．列車内で「ご当地弁当」を楽しむことができる取り組み                           

 

  (１) 実施期間  通年 

  (２) 実施内容  車窓を更に楽しんでいただくために、地域の皆さまのご協力をいただき、根室

駅、東根室駅、厚岸駅でご当地弁当の出張販売を行います（事前予約制） 

 

  

販売箇所 根室駅、東根室駅 厚岸駅 

実施期間 通年 

販売協力会社 

ご当地弁当 

（株）タイエー 

焼きさんま寿司 

 
 

やきとり弁当（中） 

 
 

氏家
うじいえ

待合所
まちあいじょ

 

かきめし 

 

対象列車 

2019年 3/16 か

らの時刻です。 

根室発 8:24、11:03、13:34 発

の上り列車（３本） 

厚岸発 9:13、11:59、14:18 発の下り列車 

（３本） 

厚岸発 10:01、12:37、15:03 発の上り列車

（３本） 

販売価格 

（税込） 

焼きさんま寿司  ：600円 

やきとり弁当（中）：600円 
かきめし ：1,080円 

販売方法 

○ご利用のお客様は協力会社に直接予約ください。 

○予約の際、乗車列車、個数、受渡場所をお伝えください。 

○１個から予約を承ります。 

○当日、各指定駅（受渡場所）で商品をお渡しします。 

○受渡は列車が停車するホームで、協力会社から直接お渡しします。（お支払

いもホーム上となります。） 

予約先 

(株)タイエー 

電話 0153-23-3398 本  部（営業時間８:00～17:00） 

※本部につながらない際は 

電話 0153-23-3443 千島本店（営業時間８:00～17:00）へ 

※注文は前日の午前中まで 

氏家待合所 

電話 0153-52-3270（営業時間８:30～14:30、木曜定休日） 

 ※注文はご利用の２時間前まで 

   ※対象列車でも予約状況等によりご予約をお受けできない場合があります。  

                                 

 

 



 

Ⅴ．釧路・根室・羅臼 4/7daysフリーパスポートをツインクルプラザで発売します！                   

 

・地域のバス会社と連携し、バスに乗車できるフリーパスポートを、ツインクルプラザ(旅行センタ

ー)で発売し、お客様の利便性の向上を図ります。 

 

(１)設定期間 通年 ※ツインクルプラザでの発売は、2019 年３月１日～2020 年３月 31日まで(予定) 

  (２)料  金 大人 １名９，０００円 小人 １名４，５００円 

    

    

○おすすめポイント 

フリーパスポートにＪＲ券を組み合わせて、多彩な旅行に！！ 
※フリーパスポートでＪＲはご利用いただけません。別途、ＪＲ券をご購入ください。 

 

   ○おすすめモデルコース 

 

    １日目 釧路駅(11:12 発)→[ＪＲ]→厚岸駅(11:58 着)‥【厚岸で牡蠣料理を堪能】‥厚岸

駅(14:18発)→[ＪＲ]→根室駅(15:56着) ※根室泊 

 

  ２日目 根室駅(8:24 発)→[ＪＲ]→厚床駅(9:13 着)→厚床駅前(9:30 発)→［バス］→中標

津バスターミナル(10:50着)‥中標津観光‥中標津バスターミナル(15:45発)→［バ

ス］→羅臼(17:15着) ※羅臼泊 

 

  ３日目 9:00頃～羅臼観光‥羅臼(13:00発)→［バス］→釧路駅前(16:45着) 
※１ ＪＲの時刻は、2019年３月 16日からの時刻、バスは 2019年３月８日時点の時刻となります。 

※２ フリーパスポートでは、ＪＲはご利用いただけません。別途、ＪＲ券をご購入ください。 

   ※３ 時刻等は予告なく、変更することがありますので、予めご了承ください。 

・釧路・根室・羅臼 4/7daysフリーパスポートの詳しい情報→ 

阿寒バス株式会社  http://www.akanbus.co.jp/ 

※画像はすべてイメージです。 

http://www.akanbus.co.jp/


【参考】 

○地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン運行表を公開しています。 

 

   http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/hanasakisen/train.html 

※運行情報は、土曜、日曜、祝日及び弊社都合により更新されない場合がありますので、ご了承

ください。 

※運行情報はあくまで予定であるため、運用が急遽予告なく変更となる場合がありますので、ご

了承ください。 

※予告なく臨時に運転時刻が変更となる場合がございます。 

 

○「地球探索鉄道花咲線」ＷＥＢサイト公開中！ 

    花咲線沿線の魅力ある絶景やグルメなどを紹介しています。花咲線乗車が疑似体験できるムー

ビーも必見です。  

地球探索鉄道花咲線ＷＥＢサイトＵＲＬ https://www.hanasaki-line.com/ 

 

□道外からお越しになるお客様におトクな商品「ひがし北海道フリーパス」 

   現在発売中の「ＬＣＣ」（Peach、バニラエア）とのタイアップ商品「ひがし北海道フリーパス」を

ご好評につき 2019 年度も継続して発売いたします。道東方面をワイドに周遊されるお客さまにオス

スメのフリーパスとなっており、フリーパスを購入されたお客さま限定の特典も多数ご用意しており

ます。 

（１）おねだん  おとな 15,500円（こども半額） 

（２）発売条件等 ご購入の際は対象ＬＣＣの搭乗券を対象の発売箇所にご呈示ください。なお、 

搭乗券１枚につきご購入できるきっぷは１枚となります（搭乗されたご本人に 

限ります）。 
対象ＬＣＣ ご利用期間 発売期間 有効期間 発売箇所 対象便 

Peach 
2020年 
４月５日 
まで 

2020年 
３月 31日まで 

５日間 

新千歳空港駅 
新千歳空港 
到着便 

釧路駅 
ツインクルプラザﾞ 

釧路支店 

釧路空港 
到着便 

バニラエア 
2019年 
９月５日 
まで 

2019年 
８月 31日まで 

新千歳空港駅 
新千歳空港 
到着便 

※ 搭乗当日かつ発売箇所の営業時間内の発売となります。なお、営業時間については JR 北海道のホ

ームページからご確認ください。（http://www.jrhokkaido.co.jp/network/station/station.html） 

 

http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/hanasakisen/train.html


※ 有効期間の開始日は搭乗当日もしくは翌日からとなります。  

（2019 年４月１日発売分から。2019年３月 31日発売分までは、有効期間の開始日は搭乗当日のみとな

ります。） 

 

（３）おトクな特典 

市町村 対象施設 特典内容 

根室市 根室交通 

｢納沙布線往復乗車券(根室駅前バスターミナル～納沙布岬間)」また

は｢路線バスフリー乗車券(１日あるいは２日間)｣ご購入のお客さま

に根室十景ポストカード(２枚一組)プレゼント 

他にもたくさんの特典をご用意しております。 

 

（４）フリーエリア 

 

※ 石勝線（新夕張～夕張間）は、2019 年３月 31日をもって鉄道営業を終了します。 

 

（５）その他 

 ・25歳以下のお客さまに更におトクな「ひがし北海道フリーパスＵ25」の設定もございます。詳細は 

ＪＲ北海道のホームページからご確認ください。（http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass/） 

 

・「成田空港－新千歳空港」便は 2019年８月 31日まではバニラエアが、2019 年９月１日からは Peach

が運航予定です。 

※画像はすべてイメージです。 

http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass/

