
2020 年９月 18 日 

北海道鉄道 140 年を記念した各列車の取り組みを紹介します！ 

 2020 年 10 月から 11 月にかけて、261 系 5000 代「はまなす」編成による北海道鉄道 140

年記念列車の運転を行います。このたび、各列車で実施するイベント等の詳細が決まりま

したのでお知らせします。 

 いずれの列車も特急券（指定席・自由席）をお買い求めいただくことで、どなたでもご

乗車いただけるほか、団体ツアー「北海道鉄道 140 年記念号で行く『炭鉄港』を巡る旅」

でご好評をいただいた、お昼どきにレストランのように「おもてなしクルー」が特製弁当

「北海道のたから箱」をご提供する「ダイニングカープラン」もツアー専用商品として設

定します。 

ぜひこの機会に「はまなす」編成での旅をお楽しみください。 

１．261 系 5000 代「はまなす」編成による北海道鉄道 140 年記念列車について 

「北海道鉄道 140 年記念」として、以下の定期列車を「はまなす」編成で運転します。 

○2020 年 10 月 24 日（土）、25 日（日）

「オホーツク１号」 札幌～網走 

「大雪４号」   網走～旭川 

○2020 年 10 月 31 日（土）、11 月１日（日）

「おおぞら３号」 札幌～釧路 

「おおぞら８号」 釧路～札幌 

○2020 年 11 月７日（土）、８日（日）

「北斗６号」  札幌～函館 

「北斗 19 号」  函館～札幌 

○2020 年 11 月 14 日（土）、15 日（日）

「宗谷」         札幌～稚内

「サロベツ４号」 稚内～旭川 

各方面への運転（10 月 24 日～11 月 15 日の土日） 

【｢はまなす｣編成】 

稚内 

網走 

釧路 

函館 

札幌 



２．札幌から網走方面への運転について 
 

 〇運転日：2020 年 10 月 24 日（土）、25 日（日） 

 〇運転区間：「オホーツク１号」札幌 6:56  ⇒ 網走 12:17 

       「大雪４号」   網走 12:35 ⇒ 旭川 16:19 

 〇運転編成：「はまなす」編成にて、指定席３両、自由席１両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇「はまなすラウンジ」（１号車フリースペース）でのイベント 

・販売カウンターにて、沿線の銘菓「旭豆」「白花カステラ」「ほっちゃれ」、銘酒「男

山（國芳乃名取酒）」をはじめ、飲料や菓子類を販売します。 

  販売区間 オホーツク１号：深川～網走間、大雪４号：網走～上川間 

・「オホーツク１号」の遠軽～網走間での「はまなすラウンジ」はダイニングカープラ

ンのお客様専用として、「おもてなしクルー」がご案内します。 
 

〇乗車証明書のプレゼント 

  配布区間 オホーツク１号：美幌出発後、大雪４号：遠軽出発後 

 

 〇網走駅でのイベント 
 

・10 月 24 日（土）は、網走周辺エリアの宿泊・観光施 

設の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、ちょっ 

ぴりプレゼント等のお出迎えを行います。 
 

・「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、網走駅で 

乗り換えとなる釧網線の普通列車を特別に「流氷物語号」 

ラッピング車両で運転します。ぜひ、網走から一歩先 

の釧網線へもお出かけください。 

※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 
 

対象列車（釧網線） 使用車両（「流氷物語号」ラッピング車両） 
 

【運転日：10/24、25】 

釧路 8:57 発 網走行 

快速「しれとこ摩周号」（網走 11:53 着） 

 

網走 15:10 発 釧路行 

普通列車（釧路 18:45 着） 
 

 

  ※「流氷物語号」ラッピング車両（２種類）のうち、いずれか１両での運転です。 

←網走 札幌→

指定席 自由席

自由席

１　 ２ ３ ４ ５

はまなす編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 指定席

（遠軽～網走間逆向き）

１　 ２ ３ ４

通常編成
（４両編成）

指定席 グリーン車 自由席

【網走駅】 



３．札幌から釧路方面への運転について 
 

 〇運転日：2020 年 10 月 31 日（土）、11 月１日（日） 

 〇運転区間：「おおぞら３号」札幌 8:51  ⇒ 釧路 13:20 

       「おおぞら８号」釧路 13:42 ⇒ 札幌 18:03 

 〇運転編成：「はまなす」編成にて、指定席２両、自由席２両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇「はまなすラウンジ」（１号車フリースペース）でのイベント 

・販売カウンターにて、沿線の銘菓「チーズようかん」「ハスカップようかん」「トテ

ッポサブレ」「ばなな饅頭」、銘酒「福司」「十勝ワイン」等、飲料や菓子類を販売し

ます。 

  販売区間 おおぞら３号：新夕張～釧路間、おおぞら８号：釧路～南千歳間 

・「おおぞら３号」の新得～釧路間での「はまなすラウンジ」はダイニングカープラン

のお客様専用として、「おもてなしクルー」がご案内します。 
 

〇乗車証明書のプレゼント 

  配布区間 おおぞら３号：池田出発後、おおぞら８号：新夕張出発後 
 

 〇釧路駅でのイベント 
 

・10 月 31 日（土）は、釧路や帯広周辺エリアの宿泊・観 

光施設の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、 

ちょっぴりプレゼント等のお出迎えを行います。 
 

・「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、釧路駅で 

乗り換えとなる花咲線、釧網線の普通列車を特別にラッ 

ピング車両で運転します。ぜひ、釧路から一歩先の花咲 

線、釧網線へもお出かけください。 

   ※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 

 

対象列車（花咲線） 使用車両（北海道の恵みｼﾘｰｽﾞ「森の恵み」） 

【運転日：10/31、11/1】 

釧路 13:26 発 根室行 

普通列車（根室 15:57 着） 

車内にテーブルを設置します。 

 

←釧路 札幌→

はまなす編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 自由席 自由席

自由席

１　 ２ ３ ４ ５

通常編成
（６両編成）

グリーン車 指定席 指定席 指定席 自由席

１　 ２ ３ 　４ ５ 　６

【釧路駅】 



対象列車（花咲線） 使用車両（地球探索鉄道花咲線ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ） 

【運転日：10/31、11/1】 

根室 11:03 発 釧路行 

快速「はなさき」（釧路 13:18 着） 

 

 

対象列車（釧網線） 使用車両（「流氷物語号」ラッピング車両） 

【運転日：10/31、11/1】 

網走 10:24 発 釧路行 

快速「しれとこ摩周号」（釧路 13:36 着） 

 

釧路 14:16 発 網走行 

普通列車（網走 17:17 着） 

 

  ※「流氷物語号」ラッピング車両（２種類）のうち、いずれか１両での運転です。 

 

４．札幌から函館方面への運転について 
 

 〇運転日：2020 年 11 月７日（土）、８日（日） 

 〇運転区間：「北斗６号」札幌 8:32  ⇒ 函館 12:23 

       「北斗 19 号」函館 17:51 ⇒ 札幌 21:36 

 〇運転編成：「はまなす」編成にて、指定席２両、自由席２両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇「はまなすラウンジ」（１号車フリースペース）でのイベント 
 

・販売カウンターにて、沿線の銘菓「鮭トバ」「わかさいも」「バターどら焼き」「りん

ごバウム」「函館メルサンド」、地元ワインの「はこだてわいん」等、飲料や菓子類

を販売します。 

  販売区間 北斗６号：苫小牧～函館間、北斗 19 号：函館～南千歳間 
 

・「北斗６号」の長万部～函館間での「はまなすラウンジ」はダイニングカープランの

お客様専用として、「おもてなしクルー」がご案内します。 
 

〇乗車証明書のプレゼント 

  配布区間 北斗６号：森出発後、北斗 19 号：白老出発後 

←函館 札幌→

７

はまなす編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 自由席 自由席

自由席 自由席

１　 ２ ３ ４ ５

通常編成
（７両編成）

グリーン車 指定席 指定席 指定席 指定席

１　 ２ ３ 　４ ５ ６



 〇函館駅でのイベント 
 

・11 月７日（土）は、函館、道南エリアの宿泊・観光施設 

の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、ちょっぴ 

りプレゼント等のお出迎えを行います。 
 

・「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、函館駅から乗車できる「道南いさりび鉄

道」の普通列車を特別に「ながまれ号」車両で運転します。ぜひ、函館から一歩先の

道南いさりび鉄道線の旅もお楽しみください。木古内からは、北海道新幹線にお乗り

換えで旅を続けるのもいかがでしょうか。 

   ※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 
 

対象列車（道南いさりび鉄道線） 使用車両（「ながまれ号」車両） 

【運転日：11/7、8】 

函館 13:29 発 木古内行 

普通列車（木古内 14:33 着） 

 

木古内 15:19 発 函館行 

普通列車（函館 16:22 着） 

 

 

 

道南いさりび鉄道での取り組みのご紹介 
 

 ○乗車記念カードおよび記念品のプレゼント 

  ・11 月７日（土）、８日（日）に「ながまれ号」車両で運転する普通列車の車内にて、

「はまなす」編成での特急列車にご乗車のお客様を対象に、乗車記念カードと記念

品をプレゼントします。 
 

配布方法 11 月７日（土）、８日（日）の「北斗６号」「北斗 19 号」の乗車に必要な

乗車券類（指定席特急券、自由席特急券、「HOKKAIDO LOVE!６日間周遊パ

ス」など）または「北斗６号」「北斗 19 号」の乗車証明書を車内でアテン

ダントへ提示 

配布区間 函館 13:29 発  木古内行普通列車の車内 上磯～茂辺地間 

木古内 15:19 発 函館行普通列車の車内  茂辺地～上磯間 

  

【函館駅】 

木古内方面へのご旅行に、ぜひご利用ください 

  ■「いさりび１日きっぷ」（有効期間：１日間） 

  ご利用期間：  2021 年１月 31 日（日）まで 

  発売期間：   2021 年１月 31 日（日）まで（ご利用日の７日前より発売） 

  きっぷの内容： 道南いさりび鉄道線（五稜郭～木古内）内を１日乗り降り自由 

           ※五稜郭～函館間をご利用の際は別途、運賃・料金が必要です。 

  おねだん：   大人 700 円（小人 350 円） 

  発売箇所：   道南いさりび鉄道 

・本社窓口 （9:00～17:00 土日祝は休み） 

・五稜郭駅店（6:00～19:00） 

道の駅みそぎの郷きこない （9:00～18:00） 

北斗市商工会（上磯駅近く）（9:00～17:00） 

函館市観光案内所（JR 函館駅構内）（9:00～19:00） 
 

「いさりび１日きっぷ」について詳しくは道南いさりび鉄道ホームページをご覧ください。

https://www.shr-isaribi.jp/ 

https://www.shr-isaribi.jp/


・「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、函館から大沼方面への普通列車を特別に

「海の恵み」車両で運転し、駒ケ岳を巡る路線を一周するルートを通ります。深まる

秋の道南の旅をお楽しみください。 

   ※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 

 

対象列車（函館線） 使用車両（北海道の恵みｼﾘｰｽﾞ「海の恵み」） 

【運転日：11/7、8】 

函館 12:31 発 森行 

普通列車（森 13:54 着） 

 ※新函館北斗を経由しません 

 ※大沼公園を経由します 

 

森 16:07 発 函館行 

普通列車（函館 17:42 着） 

 ※渡島砂原を経由します 

※新函館北斗を経由します 

車内にテーブルを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】函館エリアでの周遊ルートイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※函館駅で「北斗６号」から木古内行普通列車や森行普通列車にお乗り換えの場合は、

後戻りする経路になりますので、別途、函館から目的地までの乗車券が必要です。 

  

「ながまれ号」ルート

「海の恵み」ルート

北海道新幹線

函館

新函館北斗

森

渡島砂原
駒ケ岳

木古内

大沼公園

大沼

五稜郭



５．札幌から稚内方面への運転について 
 

 〇運転日：2020 年 11 月 14 日（土）、15 日（日） 

 〇運転区間：「宗谷」    札幌 7:30  ⇒ 稚内 12:40 

       「サロベツ４号」稚内 13:01 ⇒ 旭川 16:48 

 〇運転編成：「はまなす」編成にて、指定席３両、自由席１両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇「はまなすラウンジ」（１号車フリースペース）でのイベント 

・販売カウンターにて、沿線の銘菓「旭豆」「ピウカ・ボッチャ」「白樺の樹液『森の

雫』」、銘酒「男山（國芳乃名取酒）」「國稀（限定國稀）」等、飲料や菓子類を販売し

ます。 

  販売区間 宗谷：深川～稚内間、サロベツ４号：稚内～和寒間 

・「宗谷」の美深～稚内間での「はまなすラウンジ」はダイニングカープランのお客様

専用として、「おもてなしクルー」がご案内します。 
 

〇乗車証明書のプレゼント 

  配布区間 宗谷：豊富出発後、サロベツ４号：名寄出発後 
 

 〇稚内駅でのイベント 

・11 月 14 日（土）は、稚内周辺、道北エリアの宿泊・観光施 

設の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、ちょっぴり 

プレゼント等のお出迎えを行います。 
 

〇「キハ 400 宗谷線急行気動車風」車両の運転 

・「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、かつて宗谷線で運転していた急行気動車

「キハ 400」の塗装を施したキハ 40 車両での普通列車を特別に運転します。 

   ※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 
 

対象列車（宗谷線） 使用車両（「ｷﾊ 400宗谷線急行気動車風」） 

【運転日：11/14、15】 

旭川 6:03 発 稚内行 

普通列車（稚内 12:08 着） 

 ※名寄まで連結して運転します 

 ※名寄で稚内行「宗谷」へ乗換可能です 

 

名寄 16:15 発 旭川行 

普通列車（旭川 17:50 着） 

 ※名寄で｢ｻﾛﾍﾞﾂ 4 号｣から乗換可能です 

 

 

 

 

 

 

【稚内駅】 

「はまなす」編成で運転する各特急列車の指定券は運転日の１ヶ月前の午前 10 時から、

全国の駅「みどりの窓口」や主な旅行会社で発売します。ぜひこの機会に秋の北海道の

旅をお楽しみください。 

←稚内 札幌→

指定席

自由席

１　 ２ ３ ４ ５

はまなす編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 指定席

１　 ２ ３ ４

通常編成
（４両編成）

指定席グリーン車 指定席 自由席



６．ツアー専用「ダイニングカープラン」の発売について 
 

 「はまなす」編成の１号車「はまなすラウンジ」を「ダイニングカー」として利用し、

昼食に特製弁当「北海道のたから箱」をご提供するツアー専用の旅行プランを発売します。 

お昼どきにレストランのように「おもてなしクルー」がお席にご案内します。北海道内

各地の風景とともに、テーブルでゆったりと北海道産の食材をお楽しみください。 
 

⑴対象列車 

 「はまなす」編成で運転する、札幌発の北海道鉄道 140 年記念列車で設定します。 
 

〇「オホーツク１号」（10 月 24 日、25 日） 

〇「おおぞら３号」（10 月 31 日、11 月１日） 

〇「北斗６号」（11 月７日、８日） 

〇「宗谷」（11 月 14 日、15 日） 

 

⑵購入方法 

 株式会社びゅうトラベルサービスが企画、実施する個人型旅行商品として発売します。

以下のＷｅｂサイト（えきねっと JR 東日本国内ツアー）からご予約ください。 
https://www.eki-net.com/travel/?src=ekinettop 

 

 ※Ｗｅｂサイトのみで販売します。ツインクルプラザ等の店舗では販売を行いません。 
 

⑶設定コース例（10 月 24 日発「オホーツク１号」ダイニングカープラン） 
 

         オホーツク１号（はまなす編成） 

10/24   札幌＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝網走・・・網走市内（泊） 
(指定席または自由席) 

       ※特製弁当「北海道のたから箱」付 
 

                      特急列車  

10/25    網走市内・・・網走＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝札幌 
||    (指定席または自由席) 

||  特急列車       特急列車 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝旭川＝＝＝＝＝＝＝＝札幌 
 (指定席または自由席)  

※旭川駅で途中下車することはできません。 
 
【旅行代金の一例】大人お１人様あたり ※()はこども 
 
○10/24 発 １泊２日 札幌駅発着 網走ロイヤルホテル泊 (２名１室･１泊朝食付)  

往復普通車指定席利用の場合 

旅行代金：２８，０００円(２０，０００円)  
本商品は「GOTO トラベル事業」支援対象となります。 

お支払い実額：１８，２００円(１３，０００円) 
（GOTO トラベル事業支援金 ９，８００円(７，０００円) ） 

地域共通クーポン：４，０００円（３，０００円） 
※「お支払い実額」とは、旅行代金から GOTO ﾄﾗﾍﾞﾙ事業支援金を差し引いたお客様ご負担額です。 

※地域共通クーポンの詳細は、GoTo トラベル公式 HP にてご確認ください。 

【はまなすラウンジ(１号車)】 

【北海道のたから箱】 

【おもてなしクルー】 

https://www.eki-net.com/travel/?src=ekinettop


【参考】北海道鉄道 140 年を記念した各列車での車内販売メニューについて 

 

〇「はまなすラウンジ」販売カウンターでの取扱商品（全日程取り扱い） 

商品名 販売価格（税込） 

緑茶うらら 500ml 130 円 

北海道大雪山の天然水 110 円 

森彦の珈琲 270g（ブラック） 150 円 

コカ・コーラ 500mlPET 160 円 

ミニッツメイド Qoo みかん 425mlPET 160 円 

明治アーモンドチョコレート 240 円 

チップスターＳ しお 118 円 

柿の種＆ピーナッツ 108 円 

ソフトさきいか 135 円 

酒類 

サッポロクラシック 300 円（350ml） 

角ハイボール 300 円（350ml） 

ﾚﾓﾝ･ｻﾞ･ﾘｯﾁ 濃い味ﾚﾓﾝ 300 円（350ml） 

國稀上撰カップ 300 円（180ml） 

 

〇「オホーツク１号」「大雪４号」で販売する特産品（10 月 24 日、25 日） 

商品名 販売価格（税込） 

【旭川特産】旭豆 布袋ブルー（100g） 324 円 

【留辺蘂特産】白花カステラ 162 円 

【北見特産】ほっちゃれ 140 円 

酒類 
ふらのワイン（赤・白） 1,500 円（720ml） 

男山（國芳乃名取酒） 1,800 円（720ml） 

 

〇「おおぞら３号」「おおぞら８号」で販売する特産品（10 月 31 日、11 月１日） 

商品名 販売価格（税込） 

【追分特産】チーズようかん 230 円 

【追分特産】ハスカップようかん 230 円 

【帯広特産】トテッポサブレ（発酵バター使用） 648 円 

【池田特産】ばなな饅頭 620 円 

酒類 
十勝ワイン（清舞） 2,900 円（720ml） 

福司（純米吟醸） 2,300 円（720ml） 



〇「北斗６号」「北斗 19 号」で販売する特産品（11 月７日、８日） 

商品名 販売価格（税込） 

【登別特産】鮭トバ 350 円 

【登別特産】わかさいも 259 円 

【八雲特産】バターどら焼き 200 円 

【函館特産】りんごバウム 270 円 

【函館特産】函館メルサンド２個入り 360 円 

酒類 はこだてわいん（赤・白） 1,500 円（720ml） 

 

〇「宗谷」（下り）「サロベツ４号」で販売する特産品（11 月 14 日、15 日） 

商品名 販売価格（税込） 

【旭川特産】旭豆 布袋ブルー（100g） 324 円 

【美深特産】ピウカ・ボッチャ 155 円 

【美深特産】白樺の樹液「森の雫」（水） 300 円 

酒類 

ふらのワイン（赤・白） 1,500 円（720ml） 

男山（國芳乃名取酒） 1,800 円（720ml） 

國稀（限定國稀） 2,500 円（720ml） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※仕入状況により取扱商品が変更になる場合があります。また、搭載数には限りがありま

すので、売り切れの際にはご容赦ください。 

ピウカ・ボッチャ 

白花カステラ トテッポサブレ 

りんごバウム 


