2019 年 12 月 20 日
～まだ見ぬ、景色へ、感動へ。～

第５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５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．白い雄峰冬の「蝦夷富士」
日本百名山に選定されている羊蹄山は、
「蝦夷富士」とも呼ばれています。冬は雪化粧を
して、さらに優雅で美しい姿を見せてくれます。函館本線（山線）の車窓からも眺められ
ます。＜倶知安町、ニセコ町など＞

【アクセス】
JR 倶知安駅、JR ニセコ駅など下車

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○北海道ライオンアドベンチャー
・
「雪景色ニセコ清流下り」を 10％割引！
■お問い合わせ／北海道ライオンアドベンチャー TEL0136-43-2882
http://hokkaido-lion.com/index.html
※天候により実施できない場合があります。詳しくはご予約時にご確認ください。
※要予約。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。
※会員本人のみ。
※当日ご利用時、
「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。

○雪庭
・豪雪うどんメニューをお食事の方、豪雪うどんメニュー10％割引！
■お問い合わせ／雪庭 TEL0136-22-1158
https://d-kaikan.com/yukitei/
※会員本人のみ。
※会計時に「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 12 月 20 日～2020 年３月 31 日

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（10:13 発） →快速エアポート 95 号→ 小樽（10:45 着）
小樽(10:53 発) →普通列車→ 倶知安(12:10 着)
倶知安(12:35 発) →普通列車→ ニセコ(12:50 着)
北海道ライオンアドベンチャー（雪景色ニセコ清流下り）
旅きらりスポット！

蝦夷富士（羊蹄山）

＜２日目＞

車窓からも見えます！

ニセコ（11:23 発） →普通列車→ 倶知安（11:40 着）
雪庭

小川原脩記念美術館

倶知安風土館

倶知安（15:18 発） →普通列車→ 小樽（16:26 着）
小樽観光
小樽(19:00 発) →快速エアポート 194 号→ 札幌(19:32 着)

ニセコ泊

２．青空と白銀の世界「旭岳」
大雪山の主峰であり、北海道の最高峰である「旭岳」
。青空と白銀の世界の中で、ダイヤ
モンドダストやサンピラーなどと出会えることもあります。ロープウェイでは、標高約
1600m の姿見駅まで快適な空中散歩が楽しめます。＜東川町＞

【アクセス】
JR 旭川駅から旭川電気軌道バスにて約１時間 40 分、「旭岳」下車
（料金/片道大人 1,450 円）

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○大雪山旭岳ロープウェイ
・通常運賃（往復）2,200 円のところ 2,000 円！
・売店での 1,000 円以上のお買い上げで 10％割引！
■お問い合わせ／大雪山旭岳ロープウェイ TEL0166-68-9111
http://asahidake.hokkaido.jp/
※会員本人と同行者全員。
※会計時に「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。

○道の駅ひがしかわ 道草館
・
「ソフトクリームきらり」を 50 円割引！
■お問い合わせ／道の駅ひがしかわ 道草館 TEL0166-68-4777
http://www.welcome-higashikawa.jp/michikusa/
※会員本人と同行者１名。
※券売機で割引料金のチケットを購入し、
「大人の休日倶楽部カード」と一緒にご提示ください。
【共通】※特典提供期間：2019 年 12 月 20 日～2020 年３月 31 日

【周辺の観光列車のご紹介】
札幌～旭川間を運転する特急「ライラック」は、一部列車を特急「ライラック旭山動物
園号」として運転します。
運転日：2020 年１月 11 日～３月 29 日の土・日・祝

札幌(8:30 発) ⇒ 旭川(9:55 着)
旭川(17:30 発) ⇒ 札幌(18:55 着)

※車両・運転時刻いずれも、ライラック５号・38 号と同様です。
※特急「ライラック旭山動物園号」運転時は、ライラック５号・38 号は運休となります。

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（7:49 発） →特急ライラック３号→ 旭川（9:14 着）
旭川駅(9:41 頃発) →旭川電気軌道バスいで湯号→ 旭岳(11:21 頃着)
山麓駅(11:40 頃発) →大雪山旭岳ロープウェイ→ 姿見駅(11:50 頃着)
旅きらりスポット！

旭岳

姿見駅(14:00 頃発) →大雪山旭岳ロープウェイ→ 山麓駅(14:10 頃着)
大雪山旭岳ロープウェイ売店

旭岳ビジターセンター

旭岳温泉湯元湧駒荘

東川泊

＜２日目＞
旭岳温泉入口（9:32 頃発） →旭川電気軌道バスいで湯号→ ひがしかわ道草館（10:08 頃着）
道の駅ひがしかわ 道草館
ひがしかわ道草館（11:09 頃発） →旭川電気軌道バス→ 旭川駅（12:09 頃着）
旭川観光
旭川（17:30 発） →特急ライラック 38 号→ 札幌（18:55 着）
※1/11～3/29 の土・日・祝は特急「ライラック旭山動物園号」として運転！

３．丹頂の白い息
国の特別天然記念物であり、北海道の鳥にも指定されているタンチョウ。給餌場が点在
する鶴居村には、冬の間たくさんのタンチョウが飛来します。厳寒の冬の季節は、タンチ
ョウの吐息も白く美しく輝きます。＜鶴居村など＞

【アクセス】
［鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ］
JR 釧路駅から阿寒バスにて約１時間、「鶴居村役場前」下車
（料金/片道大人 1,280 円）

【「大人の休日倶楽部」会員向け特典】
○鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
・館内セルフサービスのカフェコーナー（１杯 100 円）を１杯サービス！
■お問い合わせ／鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ TEL0154-64-2620
http://park15.wakwak.com/~tancho/
※会員本人と同行者全員。
※ご利用時、スタッフに「大人の休日倶楽部カード」をご提示ください。
※特典提供期間：2019 年 12 月 20 日～2020 年３月 31 日

【周辺の観光列車のご紹介】
SL 冬の湿原号（釧路～標茶間）を運転します。
運転日:１月 25 日･26 日、２月１日～11 日、14 日～16 日、21 日～24 日、29 日･３月１日
2020 年は 20 周年

釧路（11:05 発）⇒ 標茶（12:35 着）
標茶（14:00 発) ⇒ 釧路（15:40 着）

【札幌発着モデルコース】
＜１日目＞
札幌（6:57 発） →特急スーパーおおぞら１号→ 釧路（10:59 着）
釧路駅（13:25 頃発） →阿寒バス→ 鶴居村役場前（14:31 頃着）
鶴居たんちょうプラザつるぼーの家
旅きらりスポット！

鶴居村ふるさと情報館みなくる

乳製品工房酪楽館

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

鶴居村役場前（17:51 頃発） →阿寒バス→ ホテルグリーンパークつるい（17:55 頃着）
ホテルグリーンパークつるい

鶴居泊

＜２日目＞
ホテルグリーンパークつるい（8:20 頃発）

→阿寒バス→ 釧路駅（9:26 頃着）

釧路（11:05 発） →SL 冬の湿原号→ 標茶（12:35 着）
標茶（14:00 発） →SL 冬の湿原号→ 釧路（15:40 着）
釧路（16:14 発） →特急スーパーおおぞら 10 号→ 札幌（20:15 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、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/）

