2019 年 12 月 20 日

～冬こそ「ひがし北海道」 美しい自然に想いを馳せる旅～

「冬のひがし北海道」を満喫しよう！
ＪＲ北海道では、運行開始から 20 周年を迎える人気の列車「ＳＬ冬の湿原号」と、車窓からオホーツク海の景
色を楽しめる「流氷物語号」を運転します。「ＳＬ冬の湿原号」車内では、20 周年記念のオリジナルグッズの販売や、
今年度限定となる 20 周年ロゴの乗車証明書プレゼント、地域の皆さまによるちょっぴりプレゼントなど盛り沢山の企画
をご用意しております。また、今年度も運行される駅と観光地・宿泊施設のアクセスに大変便利な「ひがし北海道エ
クスプレスバス」と列車を組み合わせた旅行プラン｢冬のひがし北海道周遊紀行｣では快適な旅をご提案します。
美しい大自然の魅力が溢れる「冬のひがし北海道」の旅に出かけてみませんか？

■ 「ＳＬ冬の湿原号」の運転
今年度、「ＳＬ冬の湿原号」は 2000 年の運行開始から 20 周年を迎えるほか、ご利用累計 30 万人を目指していま
す！大人気の「ＳＬ冬の湿原号」に乗って白銀の釧路湿原をお楽しみください！（これまでのご利用累計約 29 万 1 千人）
・ 運転期間
2020 年 1 月 25 日(土)、26 日(日)、2 月 1 日(土)〜11 日(火・祝)、14 日(金)〜16 日(日)、
2 月 21 日(金)〜24 日(月・振)、29 日(土)、3 月 1 日(日)
・ 運転区間
釧路 ～ 標茶 １日１往復
・ 運転時刻（ＳＬ「Ｃ11-171 号」で牽引）

※上り：特急ｽｰﾊﾟｰおおぞら１号（札幌 6:57 発、釧路 10:59 着）から接続。
下り：特急ｽｰﾊﾟｰおおぞら１０号（釧路 16：14 発、札幌 20:15 着）へ接続。

・ おねだん（釧路駅～標茶駅間）
乗車券 1,290 円+指定席券 840 円（※いずれも片道のおねだん。こども半額）
全車指定席のため、 乗車前にご予約が必要です。
※ヘッドマークは従来のデザインで運行します
・ 列車編成（全車指定席）
（イメージ）
（いめーじ ）

※編成・使用車両は変更となる場合があります。

20 周年記念

・車内でのお楽しみ情報
オリジナルロゴマーク
① 20 周年記念デザインの乗車証明書・車内スタンプが登場！
運行 20 周年記念デザインの乗車証明書（上下デザインが異なります）を
プレゼントします！また、20 周年記念オリジナルロゴデザインの車内スタンプも
ご用意しています！
② 限定グッズの販売
ＳＬ冬の湿原号オリジナルマスキングテープや、運行 20 周年特別デザインの
サボ、指定席エンブレム、車票を車内限定で販売します。
（数量限定、売り切れ次第販売を終了します）
③ 地元ネイチャーガイドによる沿線の自然紹介
地元のガイドが車内を巡回しながら、広大な釧路湿原や、特別天然記念物のタンチョウなど、沿線の自然をご
案内します。
④ 自治体ＰＲデーでのおもてなし（2 月 5 日、6 日、7 日、14 日、21 日 標茶→釧路（下り）車内限定）
沿線地域の方々が乗車し、観光パンフレットをお渡ししながら地域のＰＲを行います！
◎自治体ＰＲデーのおすすめ① 「ちょっぴりプレゼント」をもらおう！
標茶→釧路（下り）限定で地域の皆さまが地域のオススメ商品をちょっぴりプレゼントします！
2 月 5 日（水）、21 日（金）

2 月６日（木）

《 しつげん坊や 》 協力：標茶町

《 釧路町産 すりむ昆布 》 協力：釧路町

しっとりクッキーの
上にアーモンドを敷
き詰めた標茶町老舗
の銘菓です。

釧路町昆布森で採れた栄養豊富で
うまみをたっぷり含んだ、さお前
昆布を昆布森漁業女性部が愛情を
込めて細かく刻んだ昆布です。

2 月７日（金）

2 月 14 日（金）

《 釧羽鶴 》 協力：釧路市

《 つるぼークッキー 》 協力：鶴居村

北海道釧路の鶴をイメージ
したパッケージのしっとり
口どけの良い洋風ミルク饅頭。
もっちり生地でさっぱりと
した甘さの白あんを包みました。

鶴居村のマスコット
キャラクターである
つるぼーがプリント
されたかわいらしい
クッキーです。弟のひなぼークッキーもありま
す。サクサク食感をお楽しみください。

◎自治体ＰＲデーのおすすめ② 「ＳＬ冬の湿原号」トレーディングカードを手に入れよう！
運行開始 20 周年を記念し、「くしろ地域冬季観光開発協議会※」が作成した「ＳＬ冬の湿原号
トレーディングカード」を 200 セット限定で発売します。売り切れ次第発売を終了します。
○発売日 2020 年２月５日(水)、６日(木)、７日(金)、14 日(金)、21 日(金)自治体ＰＲデー開催日
○発売箇所 「ＳＬ冬の湿原号」（下りのみ）の車内
地域のみなさまが巡回して販売します
○発売価格 ９枚１セット 1,000 円(税込)
※「くしろ地域冬季観光開発協議会」構成員
北海道釧路総合振興局・釧路市・釧路町・
標茶町・弟子屈町・鶴居村・釧路観光連盟・
ＪＲ北海道釧路支社
（イメージ）

■ 運行開始 20 周年記念入場券を発売します！
運行開始 20 周年を記念し、釧路駅と標茶駅で記念入場券を発売します。発売枚数の
限定はありませんが、発売状況により一時的に在庫切れとなる場合がありますので
ご容赦ください。また、窓口が混雑している場合には、一度にお買い求めいただける
枚数をお一人様５枚までに制限させていただくことがあります。
標茶駅記念入場券イメージ→
・ 発売期間
2020 年１月１日（水）～３月１日（日）
・ 発売箇所
釧路駅・標茶駅（両駅とも郵送での発売はいたしません）
・ 発売価格
200 円（小児用の設定はありません）
↑釧路駅記念入場券イメージ

■ 「流氷物語号」の運転
昨年度に引き続き、冬の流氷を楽しむ列車「流氷物語号」を運転します。当列車は、オホーツク総合振興局・網
走市・斜里町・小清水町各自治体の皆様との共同企画で、１・３号では北浜駅の展望台からの流氷風景、２・４
号では道の駅でのお買い物が楽しめます。
・ 運転期間
2020 年２月１日（土）～３月１日（日）
・ 運転区間
網走～知床斜里 １日２往復
・ 列車編成
「流氷物語号」ラッピング車両２両編成（全席自由席）※編成・使用車両は変更となる場合があります。
・ 運転時刻
※特急オホーツク１号から流氷物語３号に接続。
（札幌 6:56 発、網走 12:18 着）
※流氷物語２号から特急大雪４号に接続。
（網走 12:35 発、旭川 16:19 着）

・ おねだん（網走駅～知床斜里駅間）
乗車券 970 円（※片道のおねだん。こども半額）
・ 列車編成
「流氷物語号」ラッピング車両２両編成
知床斜里行き（１・３号）は、北浜駅

網走行き（２・４号）は、浜小清水駅

で約 10 分停車します。オホーツク

で約 20 分停車します。駅に隣接す

海に一番近い駅の展望台から、流

る道の駅「はなやか（葉菜野花）小

氷が広がるオホーツク海や知床連

清水」でのお買い物を楽しめます。

山の風景を楽しめます。

・ 車内でのおもてなし
網走市観光ボランティアによる沿線案内、車内販売のほかクリオネデザインの特製ヘッドカバーを設置します。
詳細なおもてなしの内容については、決まり次第お知らせいたします。

■ 列車＋ひがし北海道エクスプレスバスで快適な旅をご提案します
列車とバスを組み合わせた流氷の旅を満喫する旅行プラン｢冬のひがし北海道周遊紀行｣（企画・実施：㈱びゅう
トラベルサービス）にて快適な旅をご提案します。
・多彩なコースをご用意
ひがし北海道の魅力の一つである流氷を目的とした周遊３コースを設定します。全コースに網走流氷観光砕氷
船おーろらが組み込まれ、「冬のひがし北海道」を満喫することができます。また、毎年人気のお手軽な日帰りコ
ースも継続して設定します。
更に、網走市の「ＪＲ」と「宿泊パック」商品造成事業による大変お得な商品の設定もございます。
その他にも流氷ウォークなどのガイドツアーオプションも多数設定しておりますので、
お得に効率的に冬のひがし北海道を楽しみたい方は必見です。
・冬のひがし北海道エリアで運行する様々なバスをご紹介しています
パンフレットやポスターでは、冬のひがし北海道エリアで周遊する便利なバスをご紹介しております。
ＳＬ冬の湿原号や流氷物語号と観光地や宿泊施設を便利に巡るバスを組み合わせてご利用ください。
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

ひがし北海道エリア
網走市内
女満別空港～網走駅～ウトロ
摩周湖・屈斜路湖・川湯温泉
阿寒湖～摩周駅
釧路市内
阿寒湖～帯広

ひがし北海道エクスプレスバス
網走観光施設めぐりバス
知床エアポートライナー
冬の弟子屈えこパスポート
阿寒摩周号
冬のたんちょう号
まりもエクスプレス帯広号

各バスの運行時刻等詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。
https://easthokkaido.com/
主催／一般社団法人 ひがし北海道自然美への道 DMO 交通ネットワーク部会
※写真は全てイメージです。

