
 

2019 年５月 20日 

 

～まだ見ぬ、景色へ、感動へ～ 

第４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 

する取り組みです。 

 シリーズの第４弾として、夏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、夏の北海道の絶景を旅してみませんか。 

 

１１１１．．．．世界遺産の原生林と「知床五湖」世界遺産の原生林と「知床五湖」世界遺産の原生林と「知床五湖」世界遺産の原生林と「知床五湖」        

原生林に囲まれた５つの神秘的な湖では、数多くの植物、動物たちを目にすることがで

きます。知床連山を湖面に写した姿は、世界自然遺産「知床」の代表的風景です。遊歩道

が整備されており、野生の息吹を間近に感じながら散策することができます。＜斜里町＞ 

 



【アクセス】【アクセス】【アクセス】【アクセス】    

JR 知床斜里駅から斜里バスにて約１時間 25分、「知床五湖」下車（料金/大人 2,000 円） 

 

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】】】】    

○知床観光案内所 

・オリジナルクリアファイルプレゼント！ 

■お問い合わせ／知床観光案内所 TEL0152-22-2125 

https://www.shiretoko.asia/ 

○シンラ（知床自然ガイドツアー株式会社） 

・ツアー参加の方に、オリジナル缶バッジプレゼント！ 

■お問い合わせ／シンラ（知床自然ガイドツアー株式会社） TEL0152-22-5522 

https://www.shinra.or.jp/ 

※ご予約時に「大人の休日倶楽部」会員であることをお伝えください。 

【共通】※特典提供期間：2019 年５月 20 日～９月 30 日 

※対象は同行者全員。「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。 

 

【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース】】】】    

 

 

 

 

 

    

＜＜＜＜１１１１日目日目日目日目＞＞＞＞    

札幌（6:57 発） → 特急スーパーおおぞら１号 → 釧路（10:59 着） 

 くしろ湿原ノロッコ号   釧路観光                  釧路泊 

＜＜＜＜２２２２日目日目日目日目＞＞＞＞    

釧路（8:57 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 → ウトロ道の駅（12:17 頃着） 

 知床観光案内所   知床観光船                  ウトロ泊 

＜＜＜＜３３３３日目日目日目日目＞＞＞＞    

ウトロ温泉バスターミナル（9:10 頃発） → 斜里バス → 知床五湖（9:35 頃着） 

旅旅旅旅きらりスポットきらりスポットきらりスポットきらりスポット！！！！    

 知床五湖 → カムイワッカ湯の滝 → 知床自然センター ※知床シャトルバス運行（運転日注意） 

知床自然センター（15:58 頃発） → 斜里バス → ウトロ温泉バスターミナル（16:05 頃着） 

ウトロ泊 

＜＜＜＜４４４４日目日目日目日目＞＞＞＞    

ウトロ温泉バスターミナル（9:30 頃発） → 斜里バス → 斜里バスターミナル（10:38 頃着） 

知床斜里（11:12 発） → 快速しれとこ摩周号 → 網走（11:53 着） 

網走（12:35 発） → 特急大雪４号 → 旭川（16:19 着） 

旭川（16:30 発） → 特急ライラック 34 号 → 札幌（17:55 着） 



【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】    

くしろ湿原ノロッコ号（釧路～塘路間）を運転します。 

【２往復運転】６月１日～16日、20 日～９月 10日、14 日～23日 

【１往復運転】９月 24日～10月 14 日 ※２号、１号のみ運転 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２．．．．絶景絶景絶景絶景「宗谷丘陵」と白い道「宗谷丘陵」と白い道「宗谷丘陵」と白い道「宗谷丘陵」と白い道     

 日本最北「宗谷岬」の背後に広がる特徴的な地形で、「宗谷丘陵の周氷河地形」として北

海道遺産に登録されています。丘陵からは利尻富士やオホーツク海の眺めを楽しめるほか、

ホタテの貝殻が敷き詰められた白い散策路も見どころです。＜稚内市＞ 

 

    

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】    

JR 稚内駅から宗谷バスにて約 40 分、「宗谷」下車（料金/大人 1,110 円） 

JR 稚内駅から宗谷バスにて約 55 分、「宗谷岬」下車（料金/大人 1,390 円） 

<釧路～塘路> 

２号：釧路（11:06 発）⇒ 塘路（11:54 着） 

４号：釧路（13:35 発) ⇒ 塘路（14:17 着） 

<塘路～釧路> 

１号：塘路（12:17 発) ⇒ 釧路（13:05 着） 

３号：塘路（14:48 発）⇒ 釧路（15:36 着） 



<稚内～音威子府> 

２号：稚内(7:55 発) ⇒ 音威子府(12:02 着) 

<音威子府～稚内> 

１号：音威子府(13:22 発) ⇒ 稚内(16:55 着) 

<旭川～音威子府> 

３号：旭川(7:18 発) ⇒ 音威子府(12:26 着) 

<音威子府～旭川> 

４号：音威子府(13:00 発) ⇒ 旭川(17:43 着) 

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】】】】    

○稚内天然温泉 港のゆ（稚内副港市場内） 

・入浴料（フェイスタオル・バスタオル付）通常 800 円のところ 500 円（税込）！ 

■お問い合わせ／稚内天然温泉 港のゆ TEL0162-22-1100 

http://www.wakkanai-fukukou.com/tenant/onsen/minatonoyu.html 

※特典提供期間：2019 年５月 20 日～９月 30 日 

※対象は同行者全員。「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。 

    

【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】【周辺の観光列車のご紹介】    

風っこそうや号（稚内～音威子府、旭川～音威子府）を運転します。 

【稚内～音威子府】７月 27 日、28日、８月３日、４日、10日～12 日 

【旭川～音威子府】８月 17 日、18日、24 日、25日、31 日、９月１日、７日、８日 

 

    

    

    

    

＜＜＜＜１１１１日目日目日目日目＞＞＞＞    

札幌（7:30 発） → 特急宗谷号 → 稚内（12:40 着） 

旧瀬戸邸   稚内市樺太記念館   稚内天然温泉 港のゆ     稚内泊 

＜＜＜＜２２２２日目日目日目日目＞＞＞＞    

稚内駅前バスターミナル（8:38 頃発） → 宗谷バス → 宗谷（9:17 頃着） 

旅旅旅旅きらりスポットきらりスポットきらりスポットきらりスポット！！！！    

宗谷丘陵（フットパス散策） 

宗谷（12:06 頃発） → 宗谷バス → 稚内駅前バスターミナル（12:50 頃着） 

稚内駅前バスターミナル（14:24 頃発） → 宗谷バス → ノシャップ（14:38 頃着） 

 ノシャップ寒流水族館 

ノシャップ（15:58 頃発） → 宗谷バス → 稚内駅前バスターミナル（16:10 頃着） 

稚内（17:46 発） → 特急宗谷号 → 札幌（22:57 着） 

NEWNEWNEWNEW！！！！    



３３３３．．．．道南の道南の道南の道南の秘境「矢越秘境「矢越秘境「矢越秘境「矢越」」」」     

 「松前矢越道立自然公園」の一部。「矢越ブルー」と呼ばれる透明度の高い海に、奇岩・

断崖が巨大なオブジェのようにそびえ立ち、「道南の知床」とも呼ばれています。海岸の秘

境地帯の手つかずの大自然や隣接する福島町岩部海岸の青の洞窟を小型船クルーズで楽し

めます。＜知内町＞ 

 

    

【【【【アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】    

JR 木古内駅から函館バスにて約 40分、「小谷石」下車（料金/大人 690 円） 

 JR 木古内駅から矢越クルーズ乗船場まで無料送迎 ※要予約 

  木古内駅（12:30 頃発） ⇒ 矢越クルーズ ⇒ 木古内駅（15:10 頃着） 

  ■お問い合わせ／矢越クルーズ TEL01392-6-7854 

 

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】】】】    

○矢越クルーズ    

・ツアー参加の方に、ポストカード、ドン・デ・マカロニ１袋プレゼント！ 

■お問い合わせ／矢越クルーズ TEL01392-6-7854 

        http://www.854.jp/ 

※対象は同行者全員。「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。 

 

 



○かき小屋 知内番屋 

・お食事をご注文の方に、ソフトドリンク 1杯プレゼント！ 

■お問い合わせ／かき小屋 知内番屋 TEL01392-6-7511 

         http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/kanko/gourmet/kakigoya/ 

※対象は会員含む４名まで。「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。 

【共通】※特典提供期間：2019 年５月 20 日～９月 30 日 

※ご予約時に「大人の休日倶楽部」会員であることをお伝えください。 

    

【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース【札幌発着モデルコース】】】】    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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、バス時刻等、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。（www.jrhokkaido.co.jp/tabikirari/） 

＜＜＜＜１１１１日目日目日目日目＞＞＞＞    

札幌（6:00 発） → 特急スーパー北斗２号 → 新函館北斗（9:13 着） 

新函館北斗（9:35 発） → 北海道新幹線はやぶさ 16 号 → 木古内（9:47 着） 

 道の駅みそぎの郷きこない 

木古内駅前（12:30 頃発） → 無料送迎 → 矢越クルーズ乗船場（12:55 頃着） 

旅旅旅旅きらりスポットきらりスポットきらりスポットきらりスポット！！！！    

矢越（矢越クルーズ） 

矢越クルーズ乗船場（14:45 頃発） → 無料送迎 → 木古内駅前（15:10 頃着） 

木古内駅前（16:50 頃発） → 函館バス → 交流センター（17:06 頃着） 

 かき小屋 知内番屋 

交流センター（19:23 頃発） → 函館バス → 木古内駅前（19:39 頃着）  木古内泊 

＜＜＜＜２２２２日目日目日目日目＞＞＞＞    

木古内駅前（9:05 頃発） → 函館バス → 青函トンネル記念館前（9:58 頃着） 

 福島町青函トンネル記念館 

福島（13:16 頃発） → 函館バス → 木古内駅前（14:10 頃着） 

木古内駅前（14:59 頃発） → 函館バス → 姥神町フェリー前（16:30 頃着） 

 いにしえ街道                           江差泊 

＜＜＜＜３３３３日目日目日目日目＞＞＞＞    

姥神町フェリー前（11:32 頃発） → 函館バス → 新函館北斗駅（12:49 頃着） 

新函館北斗（14:12 発） → 特急スーパー北斗 13 号 → 札幌（17:41 着） 


