平 成 30 年 ４月 27 日

～ 見どころいっぱいの富良野・美瑛エリアをとことん満喫！ ～

「ＪＲで行く 富良野・美瑛 2018」スタート！
ＪＲ北海道では、今年もラベンダーをはじめとする美しい花々が咲き誇る「富良野・美瑛」エリアに、観

光列車を運転し、富良野美瑛広域観光推進協議会と共に、
「富良野・美瑛キャンペーン」を４月 28 日(土)
～10 月８日(月・祝)にて実施します。
各観光バス(美遊バス・観光周遊バス)や路線バス(ふらのくるる号)と併せて、ラベンダーシーズンを迎え
る富良野・美瑛をお楽しみください。

～富良野・美瑛 季節を彩る 列車情報～
おかげさまで２０周年！雄大な自然の景色を満喫！

旭川～美瑛・富良野間を快適に結ぶ！

富良野・美瑛ノロッコ号

快速ふらの・びえい号

今年は、田園風景の中をのんびり・ゆっくり走る「富良野・美瑛ノロッコ号」を１日３往復運転するほか、
混雑するラベンダーシーズンに、快適にご利用いただける、｢快速ふらの・びえい号｣を運転します！
特に７月(ラベンダーの最盛期)は富良野・美瑛ノロッコ１・２号は大変混み合いますので、
是非、快速ふらの・びえい号をご利用ください！！
■運転期間・区間・時刻
【富良野・美瑛ノロッコ号／指定席１両、自由席２両】 【快速ふらの・びえい号／全車自由席３両】
2018 年６月 ９日(土)～17 日(日)の土・日
2018 年６月 30 日(土)～８月 12 日(日)の毎日
2018 年６月 23 日(土)～８月 19 日(日)の毎日
2018 年８月 25 日(土)～９月 24 日(月・祝)の土・日・祝
富良野方面へ
富良野・美瑛ノロッコ１号
快速ふらの・びえい号
富良野・美瑛ノロッコ３号
富良野・美瑛ノロッコ５号
旭川方面へ
富良野・美瑛ノロッコ２号
快速ふらの・びえい号
富良野・美瑛ノロッコ４号
富良野・美瑛ノロッコ６号

旭川発
10:00
10:29
―
―
富良野発
12:02
12:20
14:06
16:20

美瑛着
10:29
10:56
―
―
ラベンダー畑発

12:15
12:41
14:21
16:42

美瑛発
10:42
11:00
13:06
15:10
美瑛着
12:50
13:28
15:01
17:21

ラベンダー畑発

11:16
11:32
13:40
15:44
美瑛発
―
13:42
―
17:22

富良野着
11:31
12:00
13:57
16:02
旭川着
―
14:12
―
17:46

富良野・美瑛ノロッコ号
(車両イメージ)

※ 上記のほか、途中停車駅は美馬牛・上富良野・中富良野です。
※ 運転日・時刻・車両は予告なく変更となる場合があります。
快速ふらの・びえい号
(車両イメージ)

札幌・富良野間を直通約２時間で結ぶ

特急フラノラベンダーエクスプレス
今年も札幌から富良野まで乗り換えなし、
約２時間で結ぶ「特急フラノラベンダーエクスプレス」を運転します。
■運転期間・区間・時刻
【１・２号】2018 年６月 30 日(土)～８月５日(日)の毎日
【３・４号】2018 年６月 ９日(土)～17 日(日)の土日、６月 23 日(土)～８月 19 日(日)の毎日
2018 年８月 25 日(土)～９月 24 日(月・祝)の土・日・祝
札幌⇒富良野

札幌発

滝川発

富良野着

富良野⇒札幌

富良野発

滝川着

札幌着

１号
３号

7:52
9:07

8:56
10:12

9:49
11:07

２号
４号

15:20
16:51

16:15
17:45

17:22
18:46

※ 途中停車駅は上記のほか、岩見沢・芦別です。
※ 運転日・時刻は予告なく変更となる場合があります。
フラノラベンダーエクスプレス
(車両イメージ)

今年も｢ラベンダー畑駅｣を開設します！(予定)
ファーム富田まで徒歩７分、今年も臨時で｢ラベンダー畑駅｣を開設予定です。
色彩豊かな花園の真ん中に降り立って、ここだけの夏を満喫いただけます。
■開設予定日：2018 年６月９日(土)～９月 24 日(月・祝)
■停車列車日：富良野・美瑛ノロッコ号、快速ふらの・びえい号
※ 2018 年７月 13 日(金)～16 日(月・祝)は一部普通列車も停車します。
詳細は時刻表等にてご確認ください。
富良野・美瑛エリアの普通列車が乗り放題！

おトクなきっぷ情報
今年もキャンペーン開催に伴い、おトクなきっぷを発売いたします。
｢フラノラベンダーエクスプレス｣、｢富良野・美瑛ノロッコ号｣、｢快速ふらの・びえい号｣といった
この時期ならではの列車に乗って富良野・美瑛エリアをお楽しみください！
◇「ふらの・びえいフリーきっぷ」
札幌駅からフリーエリアまでの往復特急列車自由席に、フリーエリア内の
普通列車普通車自由席の乗り放題がセットになったおトクなきっぷ。
■発 売 期 間：2018 年 10 月 28 日(日)まで
■ご利用期間：2018 年４月 28 日(土)～10 月 31 日(水)
※ ご利用開始は 2018 年 10 月 28 日(日)まで
■お ね だ ん：札幌発／６，５００円(こども３，２５０円)
■有 効 期 間：４日間

滝川

旭川

富良野

フリーエリア(共通)

幾寅

◇「ラベンダーフリーパス」
フリーエリア内の普通列車自由席が乗り放題のおトクなきっぷ。
■発 売 期 間：2018 年 10 月 31 日(水)まで
■ご利用期間：2018 年４月 28 日(土)～10 月 31 日(水)
■お ね だ ん：２，５００円(こども１，２５０円)
■有 効 期 間：１日間

～富良野・美瑛エリア 便利なアクセス情報～
美瑛駅横、四季の情報館発着で便利！！

美遊バス(びーゆーバス)

【運行バス会社：宮本バス(株)】

美瑛町観光協会ホームページにてインターネット予約も可能！！
https://www.biei-hokkaido.jp/ja/
お問い合わせは、(一社)美瑛町観光協会 TEL：0166-92-4378)
四季の情報館(美瑛町観光協会・美瑛駅近く)にて前日・当日の予約も可
今年も、美瑛駅隣接の四季の情報館前を発着とし、｢白金青い池｣や｢四季彩の丘｣など、
美瑛で大人気の観
能！
光地を巡る｢美遊バス｣が今年も運行！！
旭川～美瑛・富良野間の｢普通列車｣や｢快速ふらの・びえい号｣、｢富良野・美瑛ノロッコ号｣
と併せてご利用ください。
事前予約制
JR 北海道での予約は
２日前まで

富良野駅、旭川駅発着で便利！！

観光周遊バス びえい号・富良野号

【運行バス会社：ふらのバス(株)・旭川電気軌道(株)】

事前予約制

ふらのバスのホームページにてインターネット予約も可能！（乗車日前日まで）

JR 北海道での予約は

http://www.furanobus.jp/furanogo.html

２日前まで

※当日は、ふらのバス旅行センター(富良野駅横)にて予約可能！
お問い合わせは、TEL：0167-23-1121

今年も富良野・美瑛の観光スポットを巡る｢観光周遊バス｣が運行！富良野駅発着コースに加え、旭川駅発
着コースが新規運行となります。｢フラノラベンダーエクスプレス｣、｢特急ライラック・カムイ｣等と併せ
てご利用ください。

富良野の人気スポットをまわる！

【運行バス会社：ふらのバス(株)】

ふらのくるる号
今年も、富良野の観光スポットを巡る｢ふらのくるる号｣が運行！
富良野駅横の富良野・美瑛広域観光センター（観光案内所）やふらのくるる号車内で発売します。
富良野駅発着となることから、｢フラノラベンダーエクスプレス｣、｢富良野・美瑛ノロッコ号｣、｢快速ふ
お問い合わせは、(一社)ふらの観光協会 TEL：0167-23-3388
らの・びえい号｣等と併せてご利用ください。
※ JR 北海道の駅のみどりの窓口、ツインクルプラザではお買い求めできません。

～富良野・美瑛・旭川 観光スポット情報～
【中富良野・中富良野町営ラベンダー園】

【中富良野・ファーム富田】

中富良野町のシンボル｢北星山｣にある町営ラベンダー園。
観光リフトを利用し、頂上の展望スペースからは
｢一面に広がるラベンダー畑｣をご堪能いただけます。

ラベンダー観光発祥の地。四季折々の多彩な花々や、
ラベンダーソフトクリーム・石鹸・香水等のオリジナル商品
もあり、中富良野必見の大人気スポットです。

【美瑛・白金青い池】
美瑛・白金にある神秘的な青い池。
繊細な青色は天候によって風合いを変えます。
あなたはどんな｢青色｣に出会えるでしょうか？

【旭川・旭山動物園】
国内外から多くの方が訪れる、日本最北の動物園。
行動展示により、生き生きとした動物の姿を見ること
ができます。

【美瑛・四季彩の丘】
雄大な大雪山連峰と丘の景色を背景に、春から秋まで
様々な種類の花畑が楽しめます。

【旭川・あさひかわ北彩都ガーデン】
旭川南口直結のイングリッシュガーデン。
約３００種類の植物が植えられた庭園からは、忠別川
と大雪山の雄大な姿を望むことができます。

【上富良野・日の出公園ラベンダー園】
上富良野の小高い丘に位置するラベンダー園。
展望台からはラベンダー畑、十勝連邦を望むことができます。

【富良野・ニングルテラス】
木々に囲まれ、木陰と木漏れ日の中、ショッピングを楽しむ
ことができます。日が沈む頃は、やさしくライトアップされ、
ロマンチックな演出となります。

【旭川・ソラマチマーケットRAＳORA平和通店】
｢MADE IN NIPPON｣がテーマの土産物店。
ご当地菓子やこだわりの食品、雑貨など、旭川を
はじめとする北海道を代表する逸品を取り揃えています。

～中富良野駅・散策・乗り合いタクシ－情報～
中富良野駅の周辺には、徒歩圏内に｢中富良野町営ラベンダー園｣や｢ファーム富田｣があり、散策がおすす
めです。また、今年も中富良野駅からファーム富田まで、便利な乗り合いタクシーが運行されます。

～札幌発・おすすめモデルコース！～
花畑、丘、雄大な山々。
富良野・美瑛の自然が描く四季の彩りを満喫するためのモデルコースご紹介します！！

※掲載情報は 2018 年４月のものです。運行日・運転時刻等は変更となる場合がありますので、
事前に時刻表等にてご確認ください。
列車・バスの運行時刻や運行コース、運賃・料金、おトクなきっぷなど
詳しい情報は、専用パンフレット、またはＪＲ北海道ホームページ
（５月中旬掲載予定）をご覧ください。

(パンフレットイメージ)

