平成２４年７月２５日

「ＪＲで
「ＪＲで行く秋の十勝キ
十勝キャンペーン」
ャンペーン」スタート！
スタート！
ＪＲ北海道では、8 月 31 日から 11 月 30 日まで「ＪＲで行く秋の十勝キャンペーン」を実施します。
今年３年目を迎える「ＳＬとかち号」がキャンペーンスタートを飾り十勝平野を駆け抜けるほか、
おトクな価格の期間限定旅行商品をご用意。今年は６月２日より開催されている「北海道ガーデン
ショー」を組み込んだ旅行商品を新規設定します。
収穫の秋を迎える魅力いっぱいの「十勝」へＪＲで出かけてみませんか?

３年目を迎える今年は「幕別駅」に停車！

ＳＬとかち号

今年で３年目を迎える「ＳＬとかち号」。今年は途中「幕別駅」に新たに停車いたします。
ご乗車の方には乗車証明書をお配りするほか、乗車証明書のご呈示で沿線市町村の特産品
等をプレゼントいたします。また期間中、沿線では様々なイベントが予定されています。
●運 転 日 ：平成２４年８月３１日（金）～９月２日（日）
●運転区間：帯広～池田間 １日１往復
●運転時刻：下り 帯広 10:55 発→幕別 11:13 着/11:14 発→池田 11:29 着
上り 池田 13:22 発→幕別 13:36 着/13:37 発→帯広 13:56 着
●編
成：Ｃ１１－２０７号機、客車５両 全車指定席
（編成及び牽引するＳＬは急遽変更となる場合がありますのでご了承ください。）
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※ＳＬが正向きで走るのは下りのみです。
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●おねだん：１
１，２４０円
２４０円（大人お一人様、帯広～池田間片道）[乗車券４４０円＋座席指定券８００円]（こども半額）
※座席指定券は乗車日の 1 ヶ月前の１０：００から全国のＪＲの駅「みどりの窓口」、旅行センター、主な旅行会社で発売いたします。

●特 典 等 ：★しろくまくん＆くろくまくん乗車証明書をプレゼント
（上り・下りでデザインが異なります）
★乗車証明書のご呈示で沿線市町村から嬉しいプレゼント
下りは池田駅前 SL とかち号歓迎テント村（11:00～14:00）で、上りは帯広駅エスタ東
館２Ｆとかち観光情報センター（9:00～18:00）で乗車証明書をご呈示いただくと、沿線
市町村の特産品等をプレゼントいたします。（8/31～9/2 のみ。お一人様おひとつ限り。）
(幕別駅でお降りのお客様は降車時にお渡しいたします。)

★車内には沿線市町村の観光情報やしろくまくん＆くろくまくんパネルがいっぱい
記念スタンプや撮影コーナーもあります！
※「乗車証明書」はお一人様一枚限りの配布とさせて頂きます。
※ＳＬ撮影の際には、モラルを守り地域住民の方々とのトラブルが発生しないよう努めていただきますようお願いいたします。

沿線イベントも盛り沢山!!

★帯広
帯広☆
帯広☆
♪「ＳＬとかち号」出発セレモニー [8 月 31 日（金）10:26～10:55 帯広駅１・２番ホーム）]
帯広市の郷土芸能である平原太鼓の迫力ある演奏やテープカットなどを行います。
♪とかちマルシェ [9 月 1 日（土）・2 日（日） 帯広駅北口広場特設会場]
「十勝へのこだわり・美味」「楽しさ・珍しさ」「おしゃれさ」をコンセプトに、マルシェオリジナル料理
やご当地グルメを堪能したり、十勝市町村の物産、農家さんこだわりの野菜や加工品を楽しむ
ことができます。9/1 は 10:00～21:00、9/2 は 10:00～16:00。
○お問い合わせ：とかちマルシェ実行委員会（帯広商工会議所内）TEL.0155-25-7121

♪帯広競馬場「ばんえいトロッコスペシャルバックヤードツアー」 [9 月 1 日（土）・2 日（日）]
「SL とかち号」にご乗車のお客様をスペシャルバックヤードツアーにご招待！当日限定で帯広
競馬場内でレース用ソリを運搬する「ばんえいトロッコ」に体験乗車ができます。料金 100 円。
14:45 までに競馬場１F インフォメーションにご集合ください。各日先着 20 名様とさせて頂きます。
帯広駅からバス約 15 分。
○お問い合わせ：帯広競馬場広報 TEL.0155-34-0825（水・木定休）

★幕別
幕別☆
幕別☆
♪町内の店舗で割引等のサービス実施 [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）]
「ＳＬとかち号」幕別駅降車時にお配りするチラシご持参の方に、幕別町内の 12 店舗で割引
や記念品等のサービスを実施します。
♪パークゴルフ発祥のコースでのプレー体験 [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）]
「ＳＬとかち号」での滞在時間（11:13～13:37）を利用し、パークゴルフ発祥の地でもある「つつじ
コース」（幕別駅から徒歩 5 分）でパークゴルフ体験をしませんか？クラブハウスでクラブを無料
貸出いたします。
♪幕別駅ホームでお出迎え・お見送り [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）]
8/31 は幕別中央保育所のこども達が、9/1 と 9/2 は「ちびっこ駅長」と「パオ」が下り「ＳＬとかち
号」のお出迎えとお見送りをいたします。
○幕別町の各イベントのお問い合わせ：幕別町役場経済部観光振興担当 TEL.0155-54-6615

★本別
本別☆
本別☆
♪第 16 回本別きらめきタウンフェスティバル 2012 [9 月 1 日（土）～9 月 2 日（日）]
本別町最大規模のお祭りです。「馬とのふれあい広場」や「うまいもの市」、キャラクターショーや
ステージショーに加え、花火大会や STV ラジオ公開録音も実施。帯広駅からバス約 100 分、
池田駅からバス約 40 分。9/1 は 11:00～21:00、9/2 は 10:00～20:30。
○お問い合わせ：きらめきタウンフェスティバル実行委員会（本別町役場企画振興課）
TEL.0156-22-8121

★音更
音更☆
音更☆
♪十勝牧場まつり [9 月 2 日（日）10:00～15:00 家畜改良センター十勝牧場]
広大な牧場内をめぐり家畜見学ができるバスツアーや、乗馬、哺乳体験などを実施予定です。
帯広駅からバスで約 40 分。
○お問い合わせ：家畜改良センター十勝牧場 TEL.0155-44-2131

★池田
池田☆
池田☆
♪「ＳＬとかち号」歓迎テント村 [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）11:00～14:00 池田駅前広場]
SL到着にあわせて、十勝ワインと特製グレープジュースを振る舞います!
歓迎テント村では、9市町村のグルメ＆物産品がお買い求めいただけます。
<新登場>
●上士幌町（十勝かみしほろん市場） 甘納豆、はちみつ、ミルクジャムほか
●鹿追町（有限会社鹿追そば）そば・うどん（かきあげ、月見、ごぼう天）
●広尾町（広尾町観光協会）しゃロッケバーガー、ししゃも唐揚げ、海鮮三色串、いか焼き、煮つぶほか
●本別町（本別町元気農園） あげいも、いももち、ビーフカレー、だちょうオイル
その他、今年も新得町、音更町（十勝ネイチャーセンター）、幕別町、帯広物産協会、池田町が出店予定。

♪ワイン城への無料循環バス運行 [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）]
池田駅とワイン城の間に無料循環バスを運行。SL が池田駅に停車している時間を利用してワイン
城まで足をのばしてみてはいかがでしょうか。（バスは順次運行いたします。）
♪池田駅出発セレモニー [8 月 31 日（金）～9 月 2 日（日）]
「ちびっこ駅長」が上り「SL とかち号」へ出発合図を行います。
○池田町の各イベントのお問い合わせ：池田町観光協会 TEL.015-572-2286

♪ＳＬとかち号歓迎!!フォトコンテスト
今年も「ＳＬとかち号歓迎!!フォトコンテスト」を開催します。昨年運転した「SLとかち号」を題材にし
た写真を募集します。応募作品は、JR池田駅ホーム跨線橋にて展示します。
対象：平成23年8月31日～平成23年9月4日の5日間に撮影した「SLとかち号」
応募締切：平成24年8月20日（月）
○お問い合わせ：SLとかち号フォトコンテスト事務局TEL.015-572-2286

※上記は7月20日現在の情報です。予告無く変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

旅行商品「スーパーとかちで行く 秋 十勝めぐり」発売！

○

「特急スーパーとかち」限定利用で、おトクに十勝へ！往復ＪＲとお宿がセットになってお得な旅
行商品を今年も設定します。「ＳＬとかち号」乗車プラス十勝川温泉宿泊の「ＳＬとかちパック」や、
十勝の魅力を凝縮した十勝バス「とかち定期観光バス」をコースに組み込んだ「とかちまるごとパ
ック」のほか、「北海道ガーデンショーパック」を新規設定します。

「とかちスペシャルパック
とかちスペシャルパック」
スペシャルパック」
●ご出発日：平成２４年８月３０日（木）～１１月２９日（木）
●お ね だ ん：札幌発着代金／大人お一人様
十勝川国際ホテル筒井１泊２食付４名１室

１１，
１００円
円
１１，１００

観月苑さくら館 1 泊２食付２名１室

～

２６，
１００円
円
２６，１００

●内
容：往復ＪＲ（限定列車）＋ホテル１泊（１泊につき夕・朝食付、帯広市内シティホテル泊は朝食付）
●宿 泊 地：帯広市内、十勝川温泉、十勝幕別温泉、然別湖畔温泉
※７月３０日（月）より発売開始となります。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

「とかち２
とかち２連泊パック
連泊パック」
パック」
●ご出発日：平成２４年８月３０日（木）～１１月２８日（水）
●お ね だ ん：札幌発着代金／大人お一人様
十勝川国際ホテル筒井２泊２夕２朝食付４名 1 室

１４，
１００円
円
１４，１００

観月苑さくら館２泊２夕２朝食付２名１室

～

４３，
０００円
円
４３，０００

●内
容：往復ＪＲ（限定列車）＋ホテル２泊（１泊につき夕・朝食付）
●宿 泊 地：十勝川温泉、十勝幕別温泉、然別湖畔温泉
※７月３０日（月）より発売開始となります。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

「とかちまるごとパック
とかちまるごとパック」
パック」
●ご出発日：平成２４年８月３０日（木）～１０月３０日（火）
●お ね だ ん：札幌発着代金／大人お一人様
ホテル日航ノースランド帯広 1 泊朝食付３名 1 室

１６，
０００円
円
１６，０００

観月苑さくら館 1 泊２食付２名１室

～

３０，
９００円
円
３０，９００

●内

容：往復ＪＲ（限定列車）＋十勝バス「とかち定期観光バス」
＋ホテル１泊（１泊につき夕・朝食付、帯広市内シティホテル泊は朝食付）
●宿 泊 地：帯広市内、十勝川温泉、十勝幕別温泉
※７月３０日（月）より発売開始となります。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

「北海道ガーデンショーパック
北海道ガーデンショーパック」
ガーデンショーパック」
●ご出発日：平成２４年８月３０日（木）～１０月８日（月・祝）
●お ね だ ん：札幌発着代金／大人お一人様
観月苑さくら館１泊２食付２名１室

十勝川国際ホテル筒井１泊２食付４名１室

１３，
１３，１００円
００円

NEW

～

２９，１００円
１００円

●内

容：往復ＪＲ（限定列車）＋北海道ガーデンショーチケット（大人：人員分）
＋タクシーチケット（２枚）＋ホテル１泊（１泊につき夕・朝食付、帯広市内シティホテル泊は朝食付）
●宿 泊 地：帯広市内、十勝川温泉、十勝幕別温泉
※７月３０日（月）より発売開始となります。詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

「ＳＬとかち
ＳＬとかちパック
とかちパック」
パック」
●ご出発日：平成２４年８月３０日（木）～９月２日（日）
●お ね だ ん：札幌発着代金／大人お一人様
十勝川国際ホテル筒井１泊２食付４名１室

１３，
１００円
円
１３，１００

観月苑さくら館１泊２食付２名１室

～

２８，
１００円
円
２８，１００

●内

容：往復ＪＲ（限定列車）＋「ＳＬとかち号」往復乗車
＋ホテル１泊（１泊につき夕・朝食付、帯広市内シティホテル泊は朝食付）
●宿 泊 地：帯広市内、十勝川温泉、十勝幕別温泉
※７月３０日（月）より発売開始となりますが、「ＳＬとかち号」指定席券の発売日時とは異なりますので予めご了承ください。
詳しくは専用パンフレットをご覧ください。
※お申し込み・お問い合せ：お近くのＪＲ北海道の駅・ツインクルプラザ（旅行センター）へどうぞ。お取り扱いのない地域もございます。

詳しくは専用パンフレットをご覧ください！
（パンフレットは 7 月 27 日以降、道内の主な駅・旅行センターに掲出いたします。）

