2018 年 12 月 19 日
～まだ見ぬ、景色へ、感動へ～

第３弾「北海道

旅きらり」シリーズの展開について

「北海道 旅きらり」は、これまでの北海道の旅とはひと味違う、
その季節の北海道ならではの絶景に出会うことのできる『きらり』と
輝く北海道の旅を紹介する、当社と地域の皆さまが一体となって展開
する新たな取り組みです。
シリーズの第３弾として、冬の北海道ならではの絶景３点を選定し、
専用ホームページにて紹介します。
さらに、
「大人の休日倶楽部」会員の方には、特典もご用意。
この機会に、冬の北海道の絶景を旅してみませんか。

１．阿寒湖に咲く奇跡の花フロストフラワー
厳冬期の多くの条件をクリアしなければ見ることができない「奇跡の花」
。凍った阿寒湖
の表面に氷の花畑が広がります。＜釧路市阿寒町＞

【アクセス】
JR 釧路駅から阿寒バスにて約２時間、「阿寒湖温泉」下車
■料金／大人 2,700 円 ■お問い合わせ／阿寒バス株式会社 TEL0154-37-2221

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○あいすランド阿寒
・スノーモービル体験（初心者向け 2,000m コース）

・わかさぎ釣り

各通常料金 1,500 円を 100 円割引でご利用いただけます！
■お問い合わせ／あいすランド阿寒 TEL0154-67-2057
※特典提供期間：2019 年１月中旬～３月 31 日（日）
（天候状況等で変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。）
※対象は会員さまご本人のみ。ご参加時に「大人の休日倶楽部」会員証をご提示ください。
※事前予約不可。混み合っている場合はお待ちいただく場合があります。
※悪天候などにより体験いただけない場合があります。

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（7:00 発） → 特急スーパーおおぞら１号 → 釧路（11:00 着）
釧路（11:12 発） → 快速ノサップ → 厚岸（11:58 着）
音声ガイドアプリを使って車窓を

厚岸味覚ターミナルコンキリエで昼食
厚岸（14:18 発） → 普通列車 → 根室（15:59 着）
根室観光

楽しもう！

根室泊

＜２日目＞

見どころを「ゆっくり」走ります！

根室（8:22 発） → 普通列車 → 釧路（10:53 着）
釧路（11:05 発） →

SL 冬の湿原号（※運転日注意） → 塘路（11:56 着）

塘路（13:01 発） → 快速しれとこ摩周号 → 釧路（13:33 着）
釧路駅前（14:50 頃発） → 阿寒バス

→ 阿寒湖温泉（16:45 頃着）

阿寒湖氷上フェスティバル

阿寒湖温泉泊
旅きらりスポット！

＜３日目＞
阿寒湖に咲く奇跡の花 フロストフラワー
阿寒湖温泉（10:20 頃発） →

あいすランド阿寒

阿寒バス → 釧路駅前（12:15 頃着）

釧路観光
釧路（16:14 発） → 特急スーパーおおぞら 10 号 → 札幌（20:15 着）

【周辺の観光列車のご紹介】
２月の週末を中心に SL 冬の湿原号（釧路～標茶間）を運転します。
運転日：2019 年１月 26 日･27 日､２月１日～12 日､15 日～17 日､21 日～24 日
<釧路～標茶>
釧路(11:05 発) ⇒ 標茶(12:35 着)
<標茶～釧路>
標茶(14:00 発) ⇒ 釧路(15:40 着)

２．摩周湖の星空
摩周湖第一展望台は夜になると音も光もない静けさが漂う。水辺の澄んだ空気の中で見
上げる夜空には満天の星。澄み渡る空に見上げる冬の星座は格別です。＜弟子屈町＞

【アクセス】
「摩周湖星紀行」
（ツーリズムてしかが）がおすすめです。
※川湯温泉地区各ホテルより、送迎があります。
ホテル
（19:30 頃発）

⇒

摩周湖星紀行
（ツーリズムてしかが）

⇒

ホテル
（21:00 頃着）

■料金／大人（中学生以上）3,500 円、小人（小学生）2,500 円、幼児 500 円
■お問い合わせ／ツーリズムてしかが TEL015-483-2101

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○ツーリズムてしかが
各ツアーにご参加の方に「てしかがえこリストバンド」＊をプレゼント！
＊

飲食店やお土産店、温泉・宿泊施設などの協賛店で、おトクな特典をいただけます！

■お問い合わせ／ツーリズムてしかが TEL015-483-2101
※特典提供期間：2018 年 12 月 20 日（木）～2019 年３月 31 日（日）
※対象は会員さまご本人のみ
※ツアーお申込時に「大人の休日倶楽部」会員であることをお伝えください。
※ご参加時に「大人の休日倶楽部」会員証をご提示ください。

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（6:56 発） → 特急オホーツク１号 → 網走（12:18 着）
オホーツク流氷館

博物館網走監獄
旅きらりスポット！

網走（15:10 発） → 普通列車 → 川湯温泉（16:58 着）

ホテル（19:30 頃発） → 摩周湖の星空（摩周湖星紀行） → ホテル（21:00 頃着）
川湯温泉泊
＜２日目＞
川湯温泉（10:28 発） → 快速しれとこ摩周号 → 知床斜里（11:11 着）
斜里バスターミナル（11:30 頃発） → 斜里バス → ウトロ温泉バスターミナル（12:20 頃着）
流氷原に沈む夕日

知床流氷フェス

ウトロ泊

旅きらりスポット！
第１弾「北海道旅きらり」で紹介

＜３日目＞
ウトロ温泉バスターミナル（10:00 頃発） → 斜里バス →

斜里バスターミナル（10:50 頃着）

知床斜里（11:30 発） → 流氷物語２号（※運転日注意） → 網走（12:30 着）
網走流氷観光砕氷船「おーろら」
網走（17:25 発） → 特急オホーツク４号 → 札幌（22:53 着）

【周辺の観光列車のご紹介】
2019 年２月２日～３月３日の毎日、流氷物語号（網走～知床斜里間）を運転します。
<網走～知床斜里 >
１号：網走( 9:45 発) ⇒ 知床斜里(10:40 着)
３号：網走(12:50 発) ⇒ 知床斜里(13:40 着)
<知床斜里～網走>
２号：知床斜里(11:30 発) ⇒ 網走(12:30 着)
４号：知床斜里(13:48 発) ⇒ 網走(14:46 着)

３．雪化粧の駒ヶ岳と霧氷
道南の雄峰「駒ヶ岳」
。冬の絶景スポットは霧氷の中を進む「函館七飯ゴンドラ」。大沼
国定公園や駒ヶ岳を眼前に、遠くはニセコ連峰まで、広大なみなみ北海道を見渡せます。
＜七飯町＞

【アクセス】
「函館七飯スノーパーク（函館七飯ゴンドラ）」⇔JR 駅間で無料シャトルバスを運行して
います。
大沼公園駅

⇔

約 20 分

⇔

新函館北斗駅

⇔

約 25 分

⇔

大沼駅

⇔

約 15 分

⇔

函館七飯スノーパーク

■お問い合わせ／函館七飯スノーパーク TEL0138-67-3355

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○函館七飯スノーパーク
・函館七飯ゴンドラ
往復利用通常料金 2,100 円を 1,800 円でご利用いただけます！
■お問い合わせ／函館七飯スノーパーク TEL0138-67-3355
※特典提供期間：2018 年 12 月 19 日（水）～2019 年４月７日（日）
※対象は会員さまご本人のみ
※チケットご購入時に「大人の休日倶楽部」会員証をご提示ください。
※ゴンドラの下り線は 15:00～15:30 で終了となります。
（天候状況により変更となります。
）

○アイスパークスノーマン（大沼合同遊船）
・氷上わかさぎ釣り
通常料金 1,600 円（大人）を 1,300 円でご参加いただけます！
さらに、
「ベンチコート、手袋、長靴」を無料貸出！
■お問い合わせ／アイスパークスノーマン（大沼合同遊船） TEL0138-67-2229
※特典提供期間：2018 年 12 月 19 日（水）～2019 年３月 15 日（金）
（メンテナンスのため、12／28～31 は除く）
※対象は会員さまご本人のみ。
※ご参加時に「大人の休日倶楽部」会員証をご提示ください。
※悪天候などにより体験いただけない場合があります。
※受付はモーターボードのりばです。

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（8:39 発） → 特急スーパー北斗６号 → 函館（12:23 着）
函館市熱帯動物園サル山

湯倉神社

五稜郭タワー

はこだて冬フェスティバル
湯の川温泉泊

＜２日目＞
函館（10:05 発） → 特急スーパー北斗７号 → 大沼公園（10:34 着）
スノーシューツアー

ターブル・ドゥ・リバージュ or 函館大沼鶴雅リゾートエプイで昼食

アイスパークスノーマン（大沼合同遊船）冬のアクティビティ

大沼公園泊

＜３日目＞
大沼公園（10:45 頃発） → 無料シャトルバス → 函館七飯スノーパーク（11:00 頃着）
雪化粧の駒ヶ岳と霧氷

旅きらりスポット！

函館七飯スノーパーク（13:30 頃発） → 無料シャトルバス → 新函館北斗（13:55 頃着）
新函館北斗（14:11 発） → 特急スーパー北斗 13 号 → 札幌（17:41 着）

・写真はすべてイメージです。
・天候等の条件によりご覧いただけない場合があります。
・お出かけの際は、運行状況、イベントの開催日等、事前の確認をおすすめします。
・詳しくは web サイトをご覧下さい。
（http:www//jrhokkaido.co.jp/tabikirari/）
・次回は 2019 年度夏編を選定する予定です。

