平 成 22 年 4 月 14 日

ゴールデンウィークはゆっくり・のんびりローカル線の旅
ＪＲ北海道ではゴールデンウィーク期間中、道内各地で臨時列車の運転と、地元関係者の皆様のご協力を
いただき、出発式や歓迎イベントを実施します。
今年のゴールデンウィークは「ゆっくり・のんびり楽しむ列車の旅」に出かけませんか。

〜 根室本線 〜
１，懐かしの朱色塗装列車で車窓を満喫する特別な一日！
４月３０日、滝川〜釧路間を運転している日本最長の定期普通列車の 2429Ｄ列車が、
特別に滝川駅から朱色に塗装したキハ４０系車両２両にて運行。イベントも実施します。
（１）実 施 日：平成２２年４月３０日（金）
（２）記念イベント：
①滝川駅出発セレモニー

4/30〜10/31 までの毎日、2429Ｄ列車滝川〜釧路間の
全区間をご乗車のお客様に「完乗証明書」をプレゼント！
※釧路駅改札にてご利用の乗車券をご呈示ください。

③釧路駅到着セレモニー

②幾寅駅停車時間の拡大

場所：滝川駅１番ホーム

映画「鉄道員（ぽっぽや）」の

場所：釧路駅 1 番ホーム

時間：9：20〜9：37

ロケ地となった幾寅駅での停車

時間：２４２９Ｄ到着時（17：39）

内容：駅長との記念撮影など

時間を 6 分に拡大します。

内容：ご乗車のお客様への記念品配布

日本一長い定期普通列車「２４２９Ｄ列車」とは・・・
現在、根室本線の滝川〜釧路間３０８．４ｋｍを約８時間かけて運行している普通列車で、「日本一運行時間の長い定期普
通列車」として道内外の鉄道ファンにも知られています。（通常：滝川〜富良野間 1 両編成、富良野〜釧路間 2 両編成）

〜 函館本線 〜
２，「春紅葉を探しにニセコへ行こう！」一部普通列車をニセコまで延長運転！
5 月 1 日〜5 日の 5 日間、小樽駅９：４５発、倶知安行き普通列車をニセコ駅
まで延長運転し、ニセコへのお出かけを便利にします。
（１）実 施 日：平成２２年５月１日（土）〜５月５日（水・祝）
（２）実施列車：小樽駅９：４５発 倶知安行き普通列車 → ニセコ駅１１：１６着（倶知安〜ニセコ間延長）
札幌駅からの
乗り継ぎ例

通常

：札幌駅 7:15 発 → 小樽駅

5/1〜5/5：札幌駅 8:42 発 → 小樽駅

8:03 着／8:07 発 → 倶知安 9:16 着 → ニセコ駅 9:44 着

＋

9:29 着／9:45 発 → 倶知安 10:57 着 → ニセコ駅 11:16 着

午前中にニセコへ到着する列車が二本となり、ニセコへのお出かけが便利になります！
さらに ５／１（土）は倶知安・ニセコ両駅にて上記二つの列車到着に合わせ、地元自治体等の皆様がお客様を
お出迎えいたします。なお、ご乗車のお客様にはプレゼント（数に限りがあります）があります。

（３）ニセコエリア沿線情報の掲出
小樽〜倶知安（長万部）間を運転する一部列車内に、ニセコエリア沿線情報を盛り込んだポスターを
掲出します。ポスターに記載された「キーワード」と「一日散歩きっぷ」の呈示で、特典を受けられる
お店の情報も掲載しています。

〜 釧網本線 〜

３，「くしろ湿原ノロッコ号」（釧路〜塘路間） 4 月 29 日から運転！
雄大な釧路湿原の中を走る大好評の「くしろ湿原ノロッコ号」が
4月29日から運転を開始します。これにあわせて釧路駅で出発式を
行います。
（１）日 時：平成２２年４月２９日（木･祝）１０：４０〜１０：５６

雄大な釧路湿原の中をゆっくりと進みます。

（２）場 所：釧路駅 3 番ホーム
（３）内

見どころポイントでは、
減速をするなど車内からは
蛇行する釧路川など釧路
湿原の風景をお楽しみ
いただけます。

容：「マーメイドくしろ」による運転士、お客様
代表への花束贈呈、沿線自治体関係者による
テープカット、ホットミルク・甘酒の提供

４，「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」（摩周〜緑間） 5 月 1 日から運転！
例年、釧網本線では観光客の利用が多い 5 月 1 日から 10 月 31 日の間、摩周発 緑行きの普通列車を運
転しています。今年はこの列車の運転時間を見直し、駅舎に隣接して足湯のある摩周駅、川湯温泉駅の停
車時間を伸ばし、旅の途中に足湯をお楽しみいただけるようにしました。
この列車に新たに「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」の愛称名をつけ運転します。
（１）運 転 日：平成２２年５月１日（土）〜１０月３１日（日）
（２）運転区間：摩周〜緑間（釧網本線）

ヘッドマーク

※釧路〜摩周間の 4736D（釧路 13:20 発）と、緑〜網走間 4738D（緑 15:57 発）を結ぶ列車として運転。
※釧路→網走間でヘッドマークをつけて運転。
摩周・緑間を「摩周＆川湯温泉
めぐり号」として運転。
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★摩周駅では「21分」
、川湯温泉駅で「18分」の停車時間を設けています。
（時刻は、臨時に変更となる場合があります。
）
※足湯は無料で利用できます。タオルは
お客様ご自身でご用意ください。摩周駅
内の摩周観光協会では１枚１５０円で
販売しています。

摩周駅

川湯温泉駅

（３）「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」運転初日（5 月 1 日）に記念イベントを開催します！
■日時：平成２２年５月１日（土） １４：４５頃〜
■場所：摩周駅 １番ホーム
■内容：①歓迎横断幕お出迎え ②記念品をご乗車の皆様へプレゼント ③弟子屈町長の出発合図
運転期間中、弟子屈町の協力により専用リーフレットを使い、駅周辺の協力店での飲食やお買い物がお得
になる特典を設定します。※専用リーフレットは、「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」車内にご用意します。
「くしろ湿原ノロッコ号」、「摩周＆川湯温泉 足湯めぐり号」、「２４２９Ｄ列車（4/30 運行）の３つの列車に
乗車できる団体旅行「道東おもしろトレインお初列車運行 完全乗車の旅」を好評発売中です。詳しくは専用
パンフレットをご覧ください。お問い合せ・お申し込みはツインクルプラザ釧路支店（０１５４−２５−４８９０）
までどうぞ。

５，その他
ゴールデンウィークは例年大好評の臨時列車を道内各地で運転します！
「増毛ノロッコ号」

「くしろ湿原ノロッコ号」

留萌や増毛の春の山並みや田園
風景を眺めながら走ります。

車では立ち入れない雄大な釧路湿原
の中を走ります。

◆運転日 ： 5／1〜5、8、9
◆運転区間・時刻

１号
２号
３号
４号

旭川
増毛
留萌
増毛

8:33発
12:00発
13:32発
14:08発

→
→
→
→

増毛
留萌
増毛
旭川

◆１往復運転日（1･2号） ： 4／29、30、
5／1〜5、8、9、15〜31
◆２往復運転日（1〜4号） ： 6／1〜14、18〜30

11:39着
12:27着
13:59着
16:16着

※７月以降も運行を計画しています。

◆運転区間・時刻

２号
１号
４号
３号

釧路
塘路
釧路
塘路

10:56発
12:07発
13:49発
15:06発

→
→
→
→

塘路
釧路
塘路
釧路

11:40着
12:54着
14:33着
15:58着

「ＳＬ函館大沼号」
爽やかな大沼公園と雄大な
駒ヶ岳を眺めながら、「ＳＬ
函館大沼号」で春の一日を満
喫してはいかがですか。

「快速 優駿浪漫」
二十間道路で有名な桜の名所静内へ、
乗り換えなしでスムーズに移動できます。

◆運転日 ： 4／29、30、 5／1〜5、8、9
◆運転区間・時刻

◆運転日 ： 5／1〜5、8、9
◆運転区間・時刻
札幌 9:07発 → 様似 13:35着
様似 14:33発 → 札幌 19:30着

函館 9:35発 → 森 11:12着
森 13:30発 → 函館 15:20着

※各列車の途中停車駅など詳しくは駅・ツインクルプラザ（旅行センター）係員にお問い合せください。

ゴールデンウィークのご旅行にオススメ！
滞在中はレンタサイクルで自由自在、
ちょっぴりエコな旅。

おたる水族館でお得に遊ぼう！

おたる水族館きっぷ
往復JR+往復バス（小樽駅〜水族館）+おたる水族館入館引換券
札幌発 おとな２，７４０円 中学生２，０６０円 こども１，２４０円
※他にも話題の観光スポット、ランチと温泉がセットになったお得
な商品がございます。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

「レンタサイクルで
自由気ままニセコ」
往復JR+滞在中レンタサイクル+入浴「綺羅乃湯」
旅行代金
札幌駅発着 おとな３，９００円
こども３，０００円

※他にも「温泉」「食事」「観光」
「体験」など人気のコースをご用
意しています。詳しくは専用パ
ンフレットをご覧ください。

土・休日限定！フリーエリア内の普通・快速
列車自由席）に

1 日乗り放題！

◆発売期間：11/30 までの土・休日と4/29〜5/5
7/24〜8/22 の毎日
【フリーエリア】

※ご利用当日のみの
発売です。前売りは
いたしません。
※発売箇所が限られ
ています。詳しくは、
お近くの駅にお問
い合わせください。

◆ご利用期間
（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ期間抜粋）
４／２９〜５／１
４／３０〜５／２
5／１〜５／３
５／２〜５／４
５／３〜５／５
※発売はご利用開始日の1 ヶ月前から前日までとなります。
（ご利用当日の発売はいたしません）。

※詳しくは駅・ツインクルプラザ（旅行センター）係員にお問い合せください。

