2019 年 11 月 27 日

沿線のみなさまとともに
乗って、買って、集めて。札沼線をお楽しみいただく企画を展開します

ＪＲ北海道ではこれまで、札沼線沿線のみなさまと連携し「札沼線まちもの語り」など
の旅行商品を設定したほか、団体臨時列車の運行なども行ってまいりました。
このたび 12 月１日より、札沼線の起点駅である桑園駅のほか、石狩当別駅、石狩月形駅、
浦臼駅、新十津川駅の記念入場券を発売いたします。
５駅の記念入場券を集めて、さらに沿線の当別町、月形町、浦臼町、新十津川町の対象
店舗等いずれか１箇所にお越しいただき、税込 700 円以上のお買い物やお食事をしていた
だくことで、もれなく記念グッズと引き換えができるキャンペーンを展開します。

１．記念入場券の発売
記念入場券を、以下の５駅で発売します（各駅ごとに図柄が異なります）。
それぞれの記念入場券には、札沼線の駅のカードがついてきます。
（１）発売駅と記念入場券の図柄（イメージ）
①

新十津川駅

②

浦臼駅

下徳富駅・南下徳富駅・於札内駅の

鶴沼駅、札的駅、晩生内駅の

カードがつきます

カードがつきます

③

石狩月形駅

④

石狩当別駅

札比内駅、豊ケ岡駅、知来乙駅の

月ケ岡駅、中小屋駅、本中小屋駅の

カードがつきます

カードがつきます

⑤

桑園駅

石狩金沢駅と北海道医療大学駅の
カードがつきます

また、賞品引き換え用の専用台紙が
つきます。

各駅とも、入場券と各カードが一体となっています。
上記各図柄の赤破線はミシン目となります（実際には印刷されていません）。
お客様ご自身で、入場券とそれぞれの列車カードを切り離していただくことができます。
（ミシン目で数回折り返してから切り離してください。性質上、切り離し断面が多少
毛羽立つことがあります。
）

（２）発売場所と営業時間
① 新十津川駅 ：

新十津川町観光協会（新十津川駅駅舎内） （9:00～12:00）
（土曜・日曜・祝日は 15:00 まで営業）

② 浦臼駅

：

浦臼町自然休養村センター（浦臼温泉） （10:00～20:00）
（樺戸郡浦臼町キナウスナイ 188 鶴沼駅より徒歩 15 分）

③ 石狩月形駅 ：

コミュニティーショップ「ゆづき」
（樺戸郡月形町市北６

（10:00～16:30）
石狩月形駅前／日曜祝日休）

石狩月形駅 きっぷうりば（※）

（6:00～20:00）

④ 石狩当別駅 ：

石狩当別駅 みどりの窓口

（5:10～23:15）

⑤ 桑園駅

桑園駅 みどりの窓口

（5:30～24:00）

：

※石狩月形駅きっぷうりばは、列車到着時および出発時、運転取扱業務のため窓口を一時的に閉鎖します。
コミュニティーショップ「ゆづき」営業時間帯は、
「ゆづき」でのお買い求めをお奨めします。

（３）発売価格
１枚 200 円（小児の設定はありません）

（４）発売期間
2019 年 12 月１日（日）から、2020 年５月６日（水）まで

（５）発売枚数
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も
あります。ご容赦ください。
窓口が混雑している場合、お一人様につき一度にお買い求めいただける枚数を
５枚までに制限させていただくことがあります。

２．記念グッズがもらえる「乗って、買って、集めて。札沼線」キャンペーン
～入場券の半券５枚＋証明スタンプ 1 個で記念グッズと引き換え～

札沼線５駅の記念入場券をお買い求めいただくとともに、沿線の対象店舗等で税込
700 円以上のお買いものやお食事をされたお客様に、オリジナルクリアファイルを差し上
げます。

桑園駅で、記念入場券を買ってスタート

桑園駅の記念入場券には、賞品引換用の
「専用台紙」がついています。

各駅の記念入場券を集めよう

対象施設等でのお買いもの、
お食事を楽しもう

スタンプ

沿線の対象施設等（別紙参照）で、
お一人あたり税込 700 円以上の
記念入場券には、それぞれ１枚ずつ

お買いもの、またはお食事をして、

「半券」がついています。

お会計時に「専用台紙」を提示

５駅分の半券を「専用台紙」に貼り

してください。

付けてください。

証明スタンプを押印します。

列車のイラストが完成します。

（一部、対象外の商品・サービスがあります）

■

対象施設等でのお買いもの、お食事にあたってのご注意

・お一人様につき１会計で押印できるのは、台紙１枚のみです。
（お一人で１会計 1,400 円のお買いもの等をされても、スタンプ押印は専用
台紙１枚に対して１つのみとなります）

・入場券の「半券」が揃う前でも、お会計時に専用台紙をご提示いただけば押印
いたします。
ただし、賞品引換用「専用台紙」以外のものには押印いたしません。
桑園駅で記念入場券をお買い求めになってからお出かけください。

オリジナルクリアファイル（非売品）をもらおう

半券を貼り付けて列車のイラストを完成させ、証明スタンプの押された「専用
台紙」を札幌駅東コンコース「北海道四季彩館札幌東店」にお持ちいただくと、
台紙１枚につき１枚、非売品のオリジナルクリアファイルを差し上げます。
賞品引き換えの際、
「専用台紙」は回収させていただきます。

クリアファイル「うら面」

クリアファイル「おもて面」
・回収した「専用台紙」はいかなる理由があってもご返却いたしかねますのでご了承ください。
・特製クリアファイルは初回 10,000 枚をご用意し、先着順での進呈とさせていただきます。
・10,000 枚の配布が終了した場合、予告なくデザインや賞品を変更する場合があります

■ 沿線の対象店舗等
【新十津川町】
ヴルストよしだ、有限会社大畠精肉店、金滴酒造株式会社、
新十津川温泉グリーンパークしんとつかわ、フードセンターさいぐさ、
新十津川物産館、レストランくじら、サンヒルズ・サライ、新十津川駅市、
新十津川駅観光案内所、アトリエ・ロカル、むらのパン屋さん、
ＪＡピンネＡコープ新十津川店、株式会社松葉
【浦臼町】
宮野商事株式会社、浦臼町自然休養村センター、しいたけ飯店、
にんじん家族、そば処ぼたん亭、コーヒーと食事の店 舘、大判焼 甘い蔵、
お食事処わか杉、森商店合同会社、尾花商店、鶴沼ワイナリー、
浦臼ヘルシー食品物産館、ローソン浦臼町店、太田勉強堂
【月形町】
レスト HOUSE くうべぇ、溝口菓子舗、Popote、Diner Tera、カフェ萌木、
肉のさかい、Ａコープつきがた、月形温泉ゆりかご、月形温泉ホテル、
コミュニティショップゆづき
【当別町】
お食事処田んだん、ちゅうか慈元、喫茶コール、喫茶ジュノン、
ふれあい倉庫、そば切り高陣、自然食カフェおひさま、喫茶ここ、
カフェ＆キッチン オフシェア、レストラン DAN-RAN、４FOUREST

各施設・店舗等の住所、営業時間、休業日等は別紙をご覧ください。
一部、対象外となる商品・サービスがあります。

■ キャンペーン実施期間
① 対象店舗等での証明スタンプ押印
2019 年 12 月１日（日）～2020 年５月６日（水）

② 特製クリアファイルのお渡し
2019 年 12 月１日（日）～2020 年５月６日（水）
「北海道四季彩館札幌東店」にて引換いたします。
営業時間（8:00～20:00）外、またその他の場所
でのお引き換えはいたしません。

３．関連商品のご案内
「乗って、買って、集めて。札沼線」キャンペーンの展開とともに、北海道キヨス
ク株式会社ではＪＲ北海道公認商品「札沼線クリアホルダーセット」を発売していま
す。
札沼線（北海道医療大学～新十津川間）の自然豊かな写真と、ＪＲ北海道の運賃標
を模した路線図等をデザインしたクリアファイルを４枚１組にして、２種類ご用意し
ました。

①

札沼線クリアホルダーＡセット

② 札沼線クリアホルダーＢセット

（イメージ）

■商 品 名 ： 札沼線クリアホルダー Ａセット／Ｂセット
■価

格 ： 各 1,320 円（税込）

■セット内容 ： Ａ４判クリアファイル４枚入
■販 売 箇 所 ： 北海道四季彩館、北海道内キヨスク各店舗、
通販サイト「北の特急便」等
■販 売 元 ： 北海道キヨスク株式会社

Ａセット

Ｂセット

#01

石狩金沢～本中小屋間の風景など

#02

中小屋～月ケ岡間の風景など

#03

豊ケ岡～札比内間の風景など

#04

晩生内～札的間の風景など

#05

南下徳富～下徳富間の風景など

#06

中小屋～月ケ岡間の風景など

#07

石狩金沢駅の風景など

#08

中小屋～月ケ岡間の風景など

（イメージ）

別紙
最新の情報に基づき掲載しておりますが、急遽変更となる場合もあります。
対象店舗・施設
新十津川町

所在地

営業時間

休業日
月曜日

ヴルストよしだ

新十津川町字中央６番地99

10:00 ～ 18:00

有限会社 大畠精肉店

新十津川町字中央70番地29

9:00 ～ 19:00

水曜日

金滴酒造株式会社

新十津川町字中央71番地７

8:30 ～ 17:30

１月１日～３日

新十津川温泉

新十津川町字総進189番地１

8:00 ～ 21:00

備考
１～３月は月曜日・火曜日がお休みです

土曜・日曜・祝日は10時から16時までの営業です

グリーンパークしんとつかわ
フードセンターさいぐさ

新十津川町字中央309番地26

新十津川物産館

新十津川町字中央５番地１

10:00 ～ 17:30 12月31日～１月３日

9:00 ～ 19:00
２月までは10時から16時までの営業です

レストランくじら

新十津川町字中央５番地１

11:00 ～ 14:30

月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日が休業日となります

月曜日
12月31日～１月３日

サンヒルズ・サライ

新十津川町字総進188番地５

7:00 ～ 21:00

新十津川駅市

新十津川町字中央18番地２

9:00 ～ 10:30

不定休

新十津川駅観光案内所

新十津川町字中央18番地２

9:00 ～ 12:00

不定休

土曜・日曜・祝日は９時から15時まで営業します
新十津川駅市の営業時間外のみ押印します
札沼線記念入場券のご購入分は対象外となります

アトリエ・ロカル

新十津川町字中央７番地11

11:00 ～ 18:00

日曜日

むらのパン屋さん

新十津川町字弥生８番地11

9:00 ～ 17:00

火曜日

ＪＡピンネＡコープ新十津川店 新十津川町字中央６番地29

9:30 ～ 19:00

日曜日

株式会社 松葉

新十津川町字中央18番地11

8:00 ～ 17:30

日曜日

宮野商事株式会社

浦臼町字キナウスナイ188番地227

7:00 ～ 18:00

日曜日

浦臼町自然休養村センター

浦臼町字キナウスナイ188番地

10:00 ～ 20:00

しいたけ飯店

浦臼町字浦臼内174番地40

11:00 ～ 19:30

にんじん家族

浦臼町字キナウスナイ186番地90

そば処

浦臼町字浦臼内182番地133

休業日以外も、急遽お休みする場合があります

３月までは９時30分から18時までの営業です
金券類、指定ゴミ袋など、対象外の商品があります

浦臼町

ぼたん亭

コーヒーと食事の店
大判焼

舘

甘い蔵

お食事処

わか杉

燃料の給油等は対象外となります
札沼線記念入場券のご購入分は対象外となります

水曜日

9:00 ～ 16:00

水曜日

10:00 ～ 15:00

水・木曜日

浦臼町字ウラウスナイ183番地58

10:00 ～ 21:00

日曜日、祝日

浦臼町字浦臼内181番地26

10:00 ～ 17:00

水・木曜日

浦臼町字ウラウスナイ183番地33

11:00 ～ 14:00

月曜日

17:00 ～ 22:00
森商店合同会社

浦臼町字キナウスナイ197番地448

8:00 ～ 18:30

尾花商店

浦臼町字浦臼内172番地49

7:30 ～ 19:00

日曜日

鶴沼ワイナリー

浦臼町字於札内428番地17

9:00 ～ 15:30

土・日曜日

浦臼ヘルシー食品物産館

浦臼町字キナウスナイ186番地90

8:00 ～ 17:00

ローソン浦臼町店

浦臼町字浦臼内182番地124

6:00 ～ 23:00

太田勉強堂

浦臼町字ウラウシナイ183番地37

7:30 ～ 18:00

レストHOUSEくうべぇ

月形町字月ヶ岡296-4

溝口菓子舗

月形町字表小柳町８番地

お問合せのうえお越しください

公共料金のお支払い・プリペイドカードや
切手の購入など、対象外の商品等があります

月形町

Popote

月形町字本町通10-1

日曜日

11:00 ～ 17:00

木曜日

7:30 ～ 18:30

第１・第３日曜日

休業日が変更になる場合があります

第２・第４月曜日

ホームページでご確認ください

11:30 ～ 14:00

水曜日

11:00 ～ 14:00

休業日が変更になる場合があります
ＳＮＳでご確認ください

18:00 ～ 21:00
Diner TERA

月形町北農場１

木曜日

カフェ萌木

月形町1069-21

11:00 ～ 16:00

土・日曜日、祝日

肉のさかい

月形町市北５

9:00 ～ 18:00

水曜日

４月・５月は無休

Ａコープつきがた

月形町1069番地

9:00 ～ 19:00

日曜日

祝日は９時から18時までの営業です

18:00 ～ 21:00

３月までは９時から18時まで（祝日は17時まで）の営業です

金券類、指定ゴミ袋など、対象外の商品があります

月形温泉ゆりかご

月形町81-10

10:00 ～ 20:00

第３火曜日

コミュニティショップゆづき

月形町市北６

10:00 ～ 16:30

日曜日、祝日

お食事処田んだん

当別町弥生1091

11:00 ～ 14:30

ちゅうか慈元

当別町弥生52

11:30 ～ 14:00

月形温泉ホテル

当別町

17:30 ～

札沼線記念入場券のご購入分は対象外となります

水曜日

1:30

喫茶コール

当別町弥生51

11:00 ～ 22:00

月曜日

喫茶ジュノン

当別町弥生51

13:00 ～ 16:00

不定休

ふれあい倉庫

当別町錦町294-4

9:00 ～ 18:00

月曜日

そば切り高陣

当別町錦町294-4

9:30 ～ 15:00

月曜日

12:00 ～ 15:00

土・日・月曜日

6:00 ～ 17:00

土曜日

月曜日が祝日の場合は、火曜日が休業となります
３月までの営業時間は10:00～17:00です
営業日は「ふれあい倉庫」の開館日に準じます

（ふれあい倉庫内）
自然食カフェおひさま

当別町白樺町58-9
（当別町役場３Ｆ）

喫茶ここ

当別町弥生52

カフェ＆キッチン オフショア

当別町弥生51-26

祝日

11:00 ～ 23:00

水曜日
第１、第３木曜日

レストランDAN－LAN

当別町下川町123-15

４FOUREST

当別町末広380-7

7:00 ～ 21:30

水曜日

11:00 ～ 20:00

月曜日

L.O.22時 ／ 営業時間は変更になる場合があります
日曜日は21時までの営業（L.O.20時）です

月曜日が祝日の場合は、火曜日が休業となります
金曜日と土曜日は22時までの営業です

