2021 年 ３ 月 24 日

北海道旅客鉄道株式会社
株式会社ＡＩＲＤＯ

×
「AIRDO ひがし北海道フリーパス」及び「AIRDO きた北海道フリーパス」
を 2021 年度も発売します！

JR 北海道では、株式会社 AIRDO とのタイアップ商品「AIRDO ひがし北海道フリーパス」
「AIRDO きた北海道フリーパス」を、
2021 年度も発売いたします。AIRDO 便ご利用のお客様限定でご購入いただけるフリーパスタイプのおトクなきっぷで、道東や
道北をワイドに周遊観光するお客様におすすめです。きっぷをご利用のお客様には、空港連絡バス・駅レンタカーの割引特典
や、観光施設等でご利用いただける特典もご用意しております。さらに、新たな特典として 2021 年４月 22 日から９月 30 日
発売分のフリーパスには、キヨスク等でご利用いただける 500 円分のお買物券をお付けします。
また、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んでいる北海道外からの観光需要の回復を目指し、2021
年３月 31 日までの発売期間限定で「AIRDO ひがし北海道フリーパス SP」および「AIRDO きた北海道フリーパス SP」として大
幅値下げの特別価格で発売しておりますが、特別価格での発売期間を 2021 年４月 21 日まで延長いたします。
道東・道北エリアを周遊するのにピッタリのきっぷです。この機会に AIRDO で北海道に訪れ、おトクに道東・道北観光を楽
しんでみませんか。

○●○ 商 品 概 要 ○●○
１ 商 品 名 AIRDO ひがし北海道フリーパス／AIRDO きた北海道フリーパス
２ き っ ぷ の 内 容 フリーエリア内の特急・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由
３ 発売条件等 ・AIRDO 対象便のご搭乗時にお渡しするピンク色の「ご搭乗案内」を発売箇所でご呈示ください。
・搭乗当日かつ発売箇所の営業時間内の発売となります。
・有効期間の開始日は搭乗当日もしくは翌日となります。
４ ご利用期間等

◎ 現在発売中の特別価格設定の発売期間を４月 21 日まで延長します！
商品名
ご利用期間
発売期間
AIRDO ひがし北海道

2021 年４月 26 日

フリーパス SP（スペシャル）

まで

2021 年４月 21 日

AIRDO きた北海道

2021 年４月 25 日

まで

フリーパス SP（スペシャル）

まで

有効期間

価格

５日間

おとな

9,800 円

４日間

こども

4,900 円

※「AIRDO ひがし北海道フリーパス SP」及び「AIRDO きた北海道フリーパス SP」は、「HOKKAIDO LOVE!プロジェクト」の一環として発売しております。
「HOKKAIDO LOVE! プロジェクト」とは、北海道エアポート株式会社が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い打撃を受けた北海道内各地の観光産
業を支援し、観光需要を回復することを目的として、北海道及び公益社団法人北海道観光振興機構との連携事業として発足したプロジェクトです。観光
関連事業者や北海道内の各事業者と協力し、観光復活に向けたオール北海道によるプロジェクトとして様々な取組みを行っています。

◎ 2021 年４月 22 日より発売を開始します！
商品名
ご利用期間

発売期間

価格

有効期間

2021 年４月 22 日

AIRDO ひがし北海道

～

フリーパス

2021 年４月 22 日

2022 年４月５日

2022 年３月 31 日

～

フリーパス

こども 8,190 円

～

2021 年４月 22 日

AIRDO きた北海道

おとな 16,380 円

５日間

おとな 13,150 円

４日間

こども 6,570 円

2022 年４月４日

◎ 12 歳以上 25 歳以下のお客様にはさらにおトクなＵ25 設定がございます！
・AIRDO ひがし北海道フリーパスＵ25 12,680 円
・AIRDO きた北海道フリーパスＵ25

10,520 円

※こども用設定はありません
５ 発売箇所
商品名

AIRDO ひがし北海道
フリーパス

AIRDO きた北海道
フリーパス

発売箇所

対象便

新千歳空港駅
旭川駅
北見駅・網走駅
帯広駅
釧路駅
新千歳空港駅
旭川駅

新千歳空港到着便
旭川空港到着便
女満別空港到着便
帯広空港到着便
釧路空港到着便
新千歳空港到着便
旭川空港到着便

６ フリーエリア
AIRDO ひがし北海道フリーパス

AIRDO きた北海道フリーパス
稚内
留萌

札幌

小樽

白石

岩見沢

滝川

深川

旭川
美瑛

富良野
新千歳空港

７ 特

南千歳

追分

典 ①キヨスクお買物券（500 円分）
キヨスク等の対象店舗でご利用いただけるお買物券（500 円分）が特典となります。フリーパス購入時に
お渡しする「お買物券」を対象店舗にて会計時にお持ちいただくと、発券額面 500 円分としてお買い物に
ご利用いただけます。お土産やお弁当等のお買物に是非ご利用ください。
■特典対象：2021 年４月 22 日～2021 年９月 30 日発売分のフリーパス
■有効期間：フリーパス購入日から６日間
■対象店舗（フリーエリア内にある駅構内及び一部駅ビル店舗）
キヨスク店舗

札幌駅構内全店、新札幌店、恵庭店、南千歳店

北海道四季彩館店舗

札幌西店、札幌東店、小樽店、旭川西店、北見店、帯広店、釧路店

セブン－イレブン店舗

桑園店、桑園東店、琴似店、手稲店、南小樽店、苗穂店、白石店、岩見沢店、
千歳店、旭川店、帯広店、釧路店、札幌ステラプレイス店、札幌パセオ西店

飲食店舗

回転寿司北海道四季彩亭、蕎麦紀行、おにぎりのありんこ JR 札幌店、
KINOTOYA BAKE

■ご利用時の注意点
・お買物券の額面に満たない利用の場合であっても、おつりは出ません。
・現金との引換は出来ません。
・金券類、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものや、電子マネーに係る支
払いは出来ません。
・国、地方公共団体への支払いは出来ません。
・たばこ、宝くじ、コンビニエンスストア等による収納代行に係る支払いは出来ません。

②空港連絡バス割引特典
以下の空港連絡バスの割引特典がご利用いただけます。
・「旭川空港⇔旭川駅前（旭川電気軌道）（ふらのバス）」【ひがし・きた共通】
・「帯広空港⇔帯広駅前（十勝バス）」

【ひがし】

・「帯広空港⇔帯広市内各ホテル(拓殖バス)」【ひがし】
・「釧路空港⇔釧路駅前（阿寒バス）」

【ひがし】

※事前に JR 北海道ホームページから割引証を印刷してご持参ください。
③駅レンタカー特典
駅レンタカーを特別価格でご利用いただけます。
25 歳以下のお客さまには、4WD 指定無料、FM トランスミッター無料貸出、ドライブマッププレゼントの
特典もございます(運転免許証により年齢を確認させていただきます)。
・S クラス:24 時間 4,950 円～(免責補償料込)
・A クラス:24 時間 6,600 円～(免責補償料込)
※おねだんは利用日により異なります。
※レンタカーの台数には限りがあります。
※対象営業所には限りがあります。
④施設特典
フリーパスを対象の施設や店舗で呈示すると割引やグッズプレゼント等の特典がご利用いただけます。

★ フリーパスや特典の詳細については JR 北海道ホームページをご覧ください ★
https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_airdo/
★ AIRDO の最新の運航状況については AIRDO のホームページをご覧ください ★
https://www.airdo.jp/

