
 

 

 

 

 

 

平成 25 年５月 20 日 

 

～～～～手手手手つかずのつかずのつかずのつかずの自然自然自然自然へへへへ、、、、会会会会いにいにいにいに行行行行こうこうこうこう。。。。    ～～～～    

 

 

 ＪＲ北海道では、６月 28 日（金）から９月 30 日（月）まで、「夏の道東周遊紀行」を実施します。 

 釧網本線の釧路湿原の中をのんびり走る、お馴染みの「くしろ湿原ノロッコ号」を運転するほか、ＪＲご利

用のお客様専用の観光周遊バス「ツインクルバス」も、霧多布湿原や岬を巡る「ツインクルバス霧多布号」

をはじめ、各コース運行します。涼しい道東の夏を、盛りだくさんな内容でご堪能ください。 

 

道東観光におすすめの列車、好評運転中！                                      

１１１１．．．．くしろくしろくしろくしろ湿原湿原湿原湿原ノロッコノロッコノロッコノロッコ号号号号        

■運転期間：１往復運転 平成 25 年 ４月27日（土）～５月６日（月・祝） 

                 ５月11日（土）～31日（金） 

２往復運転 平成 25 年 ６月１日（土）～４日（火）、 

６月８日（土）～９月３日（火）、 

９月７日（土）～30日（月） 

■運転区間：釧路～塘路 

■運転時刻 

 

 

 

 

・上記以外に東釧路駅・細岡駅にも停車いたします。 

○ご乗車された方には乗車証明書をプレゼント！（上り・下りでデザインが異なります） 

    

２２２２．．．．摩周摩周摩周摩周＆＆＆＆川湯温泉足湯川湯温泉足湯川湯温泉足湯川湯温泉足湯めぐりめぐりめぐりめぐり号号号号    摩周駅・川湯温泉駅の足湯を楽しむのに便利な列車です！    

■運転期間：平成 25 年４月 27 日（土）～９月 30 日（月）※10 月以降も運転予定です。 

■運転区間：釧路～網走 

■運転時刻：網走行き 釧路 13:20 発→摩周 14:45 着/15:06 発→川湯温泉 15:22 着/15:40 発→網走 17:14 着 

釧路行き 網走 14:27 発→川湯温泉 16:15 着/16:29 発→摩周 16:45 着/17:06 発→釧路 18:29 着 

 

 

花咲線を巡る「ツインクルバス霧多布号」を運行！                       

 湿原や岬を巡るＪＲご利用のお客様専用の観光周遊バス「ツインクルバス霧多布号」を運行します。車

中では地元ガイドがご案内いたします。 

 

■運行期間：平成 25 年７月 20日（土）～８月 31日（土） 

■おねだん：1,000 円（おとな・こども同額） 

■ご利用条件：ＪＲ北海道の乗車券類（定期券・入場券・IC 乗車券を除く）と同時購入か購入済みの乗車

券類を呈示されたお客様 

 

 

 

要予約要予約要予約要予約 
（（（（３３３３日前日前日前日前までまでまでまで）））） 

    

乗車証明書イメージ 

 

釧路 釧路湿原 塘路

2号 10:56 → 11:20 → 11:40

1号 12:54 ← 12:28 ← 12:07

4号 13:49 → 14:13 → 14:35

3号 16:00 ← 15:27 ← 15:06

釧路13:03着のスーパーおおぞら３号から接続

釧路16:17発のスーパーおおぞら12号に接続

ポイント

釧路10:51着のスーパーおおぞら１号から接続

釧路13:25発のスーパーおおぞら10号に接続

（往路） （復路） 



 

 

 

 

■運行ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （アゼチ岬）           （霧多布岬）          （琵琶瀬展望台）        （あやめヶ原） 

 

※浜中駅での乗車、厚岸駅での降車以外はお取り扱いいたしません。 

※お電話での申込みはできません。 

※ご乗車の３日前までにＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザ（旅行センター）でお買い求めください。 

※昼食代金は別途お客様負担となります。 

※運行ルートの詳細につきましては「夏の道東周遊紀行」パンフレットをご覧ください。 

 

ＪＲご利用の方専用、観光に便利なツインクルバスを運行します！                     

ノロッコ号や特急に接続し、観光に便利なツインクルバス道東は充実の４コース。今年は６月 28 日（金）

より４コース同時に運行を開始し、8 月 31 日（土）までは４コース毎日運行します。 

■運 転 期 間：Ａ 平成 25 年６月 28 日（金）～８月 31 日（土）の毎日  

Ｂ 平成 25 年９月１日（日）～９月 23 日（月・祝）の金・土・日・祝 

■お ね だ ん：1,000 円～2,000 円（おとな・こども同額） 

■ご利用条件：ＪＲ北海道の乗車券類（定期券・入場券・IC 乗車券を除く）と同時購入か購入済みの乗車券類を呈

示されたお客様 

■運行ルート：    

湿 原湿 原湿 原湿 原 ・・・・ 知 床 号知 床 号知 床 号知 床 号 ： 阿寒湖阿寒湖阿寒湖阿寒湖→→→→阿寒湖滝口阿寒湖滝口阿寒湖滝口阿寒湖滝口（（（（ガイドガイドガイドガイド付散策付散策付散策付散策））））→→→→阿寒湖阿寒湖阿寒湖阿寒湖（（（（※※※※））））→阿寒丹頂の里→釧路駅（回送）塘路駅→屈斜路プ

リンスホテル→摩周湖第一展望台→硫黄山→川湯温泉→川湯温泉駅→こしみずリリーパーク（７月中旬～

８/31 のみ立ち寄り）→ウトロ温泉 

            ※※※※阿寒湖阿寒湖阿寒湖阿寒湖→→→→阿寒湖滝口阿寒湖滝口阿寒湖滝口阿寒湖滝口→→→→阿寒湖阿寒湖阿寒湖阿寒湖はははは地元地元地元地元ガイドガイドガイドガイドがががが乗車乗車乗車乗車    

 

知 床知 床知 床知 床 ・・・・ 阿 寒 号阿 寒 号阿 寒 号阿 寒 号 ： ウトロ温泉→知床観光（知床五湖・高架木道または観光船）→オシンコシンの滝→小清水原生花園→北浜

駅→網走駅→オホーツクバザール→朝日ヶ丘公園→道の駅メルヘンの丘→女満別空港→ひがしもこと乳酪

館（月曜休館 祝日の場合は営業）→美幌峠→屈斜路プリンスホテル→阿寒湖 

 

阿寒阿寒阿寒阿寒・・・・ウトロウトロウトロウトロ号号号号：  阿寒湖→川湯温泉→ハイランド小清水→女満別空港→天都山展望台＋オホーツク流氷館／博物館網走監獄

→網走駅→北浜駅→小清水原生花園→オシンコシンの滝→知床観光（知床五湖・高架木道または観光船）

→ウトロ温泉 

 

羅 臼羅 臼羅 臼羅 臼 ・・・・ 湿 原 号湿 原 号湿 原 号湿 原 号 ：        ウトロ温泉→知床横断道路→道の駅知床らうす→開陽台→神の子池→裏摩周展望台→摩周駅前→塘路駅→    

                                            阿寒湖→オンネトー→阿寒湖    

 

※お電話での申込みはできません。 

※ご乗車の３日前までにＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザ（旅行センター）でお買い求めください。 

※知床観光船の乗船料、有料エリアへの入場料と昼食代金は別途お客様負担となります。 

※運行ルートの詳細につきましては「夏の道東周遊紀行」パンフレットをご覧ください。 

（A･B 期間運行) 

（A･B 期間運行) 

（A期間運行) 

（A期間運行) 

要予約要予約要予約要予約 
（（（（３３３３日前日前日前日前までまでまでまで）））） 

12:30発

浜中駅

17:20着

根室行き快速ノサップから接続

霧多布市街

（各自昼食）

アゼチ岬 霧多布湿原センター霧多布岬

琵琶瀬展望台厚岸駅

12:45着/13:30発 13:35着/13:55発 14:00着/14:20発

15:20着/15:30発

14:35着/15:05発

15:45着/16:15発

涙岬

16:25着/16:45発

厚岸味覚ﾀｰﾐﾅﾙ ｺﾝｷﾘｴ

16:55着/17:15発

北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝを行く

牡蠣アイスをプレゼント（1,000円以上

お買い上げのお客様限定）

釧路行き普通列車に接続

あやめヶ原

12:30発

浜中駅

17:20着

根室行き快速ノサップから接続

霧多布市街

（各自昼食）

アゼチ岬 霧多布湿原センター霧多布岬

琵琶瀬展望台厚岸駅

12:45着/13:30発 13:35着/13:55発 14:00着/14:20発

15:20着/15:30発

14:35着/15:05発

15:45着/16:15発

涙岬

16:25着/16:45発

厚岸味覚ﾀｰﾐﾅﾙ ｺﾝｷﾘｴ

16:55着/17:15発

北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝを行く

牡蠣アイスをプレゼント（1,000円以上

お買い上げのお客様限定）

釧路行き普通列車に接続

あやめヶ原

浜中駅

17:20着

根室行き快速ノサップから接続

霧多布市街

（各自昼食）

アゼチ岬 霧多布湿原センター霧多布岬

琵琶瀬展望台厚岸駅

12:45着/13:30発 13:35着/13:55発 14:00着/14:20発

15:20着/15:30発

14:35着/15:05発

15:45着/16:15発

涙岬

16:25着/16:45発

厚岸味覚ﾀｰﾐﾅﾙ ｺﾝｷﾘｴ

16:55着/17:15発

北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝを行く

牡蠣アイスをプレゼント（1,000円以上

お買い上げのお客様限定）

釧路行き普通列車に接続

あやめヶ原



 

 

 

エコな旅ならＪＲで！                                                

１１１１．．．．ＪＲＪＲＪＲＪＲ北海道北海道北海道北海道はははは、、、、オホーツクオホーツクオホーツクオホーツク流氷流氷流氷流氷トラストトラストトラストトラスト運動運動運動運動をををを応援応援応援応援しますしますしますします。。。。    

 ＪＲ北海道では、オホーツク地域が中心となって取り組んでいる「オホーツク流氷トラスト運動」を 

応援しています。ポスターやパンフレットにロゴを掲載しています。 

 

              

２２２２．．．．列車列車列車列車ととととバスバスバスバスででででエコエコエコエコなななな旅旅旅旅をををを！！！！「「「「弟子屈弟子屈弟子屈弟子屈２２２２daysdaysdaysdays えこえこえこえこパスポートパスポートパスポートパスポート」」」」ででででＪＲＪＲＪＲＪＲ線線線線をごをごをごをご利用利用利用利用になれますになれますになれますになれます。。。。    

川湯温泉駅～摩周駅間のＪＲ線と弟子屈町内のすべての路線バスが２日間乗降自由のパスポートです。 

■ご利用期間：平成 25 年７月 13 日（土）～10 月６日（日） 

■お ね だ ん：おとな 1,800 円、こども 600 円 

■有 効 期 間：２日間（10 月６日利用開始分は１日間） 

○発売箇所：弟子屈町内「えこパスステーション」（摩周・川湯温泉駅内） 

○JR 北海道の駅・ツインクルプラザ（旅行センター）では発売いたしません。 

○お問い合せ先：ツーリズムてしかが （9:00～18:00） ＴＥＬ．015-483-2101 

    

    

パック商品やお得なきっぷで道東の夏をお楽しみください！                       

１１１１．．．．ＪＲＪＲＪＲＪＲととととツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバスががががセットセットセットセットになったおになったおになったおになったお得得得得なななな旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品をををを発売発売発売発売しますしますしますします！！！！                

おひとり様からでも申込み可能な１泊２日のコースから、道東の列車と観光地を 

思い切り楽しむ２泊３日のコースまで、全 11 コースをご用意しました。 

お得に見どころを巡り道東の夏を満喫するプランが満載です。 

■設 定 期 間：平成 25 年６月 28 日（金）～９月 30 日（月） 

■発 売 開 始：平成 25 年５月 27 日（月） 

 

２２２２．．．．道東周遊道東周遊道東周遊道東周遊にににに便利便利便利便利なななな「「「「ぐるっとぐるっとぐるっとぐるっと道東道東道東道東ＶＶＶＶきっぷきっぷきっぷきっぷ」」」」をををを発売発売発売発売しますしますしますします！！！！    

釧網本線全線（釧路～網走）がフリーエリアの「ぐるっと道東 V きっぷ」を今年も発売します。「くしろ湿原ノロッコ号」

や「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」を利用した道東の旅におすすめです。 

■ご利用期間：平成 25 年６月 1日（土）～10 月 31 日（木）（ご利用開始は 10 月 27 日（日）まで） 

■発 売 期 間：平成 25 年 10 月 27 日（日）まで 

■お ね だ ん：札幌市内発 15,500 円（こども半額） 

■有 効 期 間：５日間 

 

【ぐるっと道東Ｖきっぷの主な効力】 

①発駅からフリーエリアまで特急列車普通車指定席を片道あたり１回利用

   できます。 

②フリーエリアは釧網本線全線（釧路～網走）で、普通列車の普通車自由席に自由に乗降できます。 

③釧路または網走で、「マル得レンタカーオプション券」 を利用することができます。（別途オプション券の購入が必要です。） 

④フリーエリア内で「くしろ湿原ノロッコ号」の指定席を希望する場合は、別途指定席券をお買い求め頂くことによりご利用頂

けます。 

※「札幌市内～釧路往復」「札幌市内～網走往復」など、同同同同じじじじ区間区間区間区間をををを往復利用往復利用往復利用往復利用できませんできませんできませんできません。 

フリーエリアは

線内

（釧路～網走）

札幌 網走

釧路

知床斜里

塘路

 


