
 

平成 25 年 11 月 19 日 

～～～～一本一本一本一本のののの線路線路線路線路がががが綴綴綴綴るるるる、、、、真真真真っっっっ白白白白なななな湿原物語湿原物語湿原物語湿原物語。。。。～～～～    

 

 

  

ＪＲＪＲＪＲＪＲ北海道北海道北海道北海道ではではではでは、、、、平成平成平成平成 26262626 年年年年２２２２月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））～～～～３３３３月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））のののの間間間間「「「「冬冬冬冬のののの道東周遊紀行道東周遊紀行道東周遊紀行道東周遊紀行」」」」をををを実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。期間期間期間期間

中中中中はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ趣趣趣趣のののの異異異異なるなるなるなる観光列車観光列車観光列車観光列車をををを運転運転運転運転するほかするほかするほかするほか、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお客様専用客様専用客様専用客様専用のののの観光周遊観光周遊観光周遊観光周遊バスバスバスバス「「「「ツインクルバツインクルバツインクルバツインクルバ

スススス」」」」をををを列車列車列車列車からからからから接続接続接続接続してしてしてして運行運行運行運行しますしますしますします。。。。    

    今年今年今年今年のののの冬冬冬冬はははは、、、、道中道中道中道中もゆっくりおくつろぎもゆっくりおくつろぎもゆっくりおくつろぎもゆっくりおくつろぎ頂頂頂頂けるけるけるける鉄道鉄道鉄道鉄道でででで道東道東道東道東のののの旅旅旅旅をおをおをおをお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください！！！！    

    

ＪＲＪＲＪＲＪＲごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお客様専用客様専用客様専用客様専用のののの観光周遊観光周遊観光周遊観光周遊バスバスバスバス「「「「ツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバス」」」」をををを運行運行運行運行しますしますしますします！！！！                                                                        

１． ツインクルバス知床号 

◇ 運行期間： 平成 26 年２月１日（土）～３月９日(日) 

◇ ル ー ト： ①ウトロ・知床斜里ライン（ウトロ温泉 7:35～45→知床斜里駅 8:35） 

②川湯・知床斜里ライン（川湯温泉 9:40～45→屈斜路湖・砂湯 10:00～15→知床斜里駅 11:15） 

③知床斜里・標茶ライン（知床斜里駅 11:30→川湯温泉 12:30→標茶駅 13:30） 

④標茶・川湯ライン（標茶駅 12:50→摩周湖 13:40～55→硫黄山 14:10～25→川湯温泉 14:40～50） 

⑤川湯・ウトロライン（川湯温泉 14:40～50→オシンコシンの滝 15:55～16:10→ウトロ温泉 16:25～40） 

◇ おねだん： 各コース 1,000 円（おとな・こども同額） 

（標茶・川湯ラインから川湯・ウトロラインへの通し乗車は 2,000 円） 

※ＪＲ北海道の乗車券類（定期券・入場券・ＩＣ乗車券を除く）をお持ちの方のみご利用になれます。 

 ※お電話・Ｅメールでのお申し込みはできません。  

※ご乗車の３日前までにＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザでお買い求めください。 

※お買い求めの際は、ＪＲ券をご呈示になるか、ＪＲ券と同時にお買い求めください。 

 

２． ツインクルバス層雲峡号 

◇ 運転期間： 平成 26 年２月１日（土）～３月９日（日） 

◇ ル ー ト： ①旭川→層雲峡温泉号 

           （旭川駅 10:50→旭山動物園 11:30～15:15→北の森ガーデン・アイスパビリオン→上川駅 17:20→層雲峡温泉 18:00） 

②層雲峡温泉→旭川号 

（層雲峡温泉 9:05～23→上川駅9:50→旭山動物園11:30→旭川駅 12:10･･旭山動物園 15:00→旭川駅 15:40） 

               ☆両コースとも旭山動物園ではバスに荷物を置いたまま見学可能です。 

◇ おねだん： 旭川駅～層雲峡温泉、層雲峡温泉～旭川駅        1,900 円（1,000 円）  

旭山動物園～層雲峡温泉、層雲峡温泉～旭山動物園  1,500 円（500 円）  

上川駅～層雲峡温泉、層雲峡温泉～上川駅         500 円（250 円） 

（旭山動物園入園券代・アイスパビリオン入場料は含まれません。） ※カッコ内はこども代金 

 ※ＪＲ北海道の乗車券類（定期券・入場券・ＩＣ乗車券を除く）をお持ちの方のみご利用になれます。 

 ※お電話・Ｅメールでのお申し込みはできません。 

※ご乗車の３日前までにＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザでお買い求めください。 

※お買い求めの際は、ＪＲ券をご呈示になるか、ＪＲ券と同時にお買い求めください。 

 

事前予約制／３日前まで 



 

 

ＪＲＪＲＪＲＪＲ北海道北海道北海道北海道ははははオホーツクオホーツクオホーツクオホーツク流氷流氷流氷流氷トラストトラストトラストトラスト運動運動運動運動をををを応援応援応援応援しますしますしますします！！！！                                                    

１． 「流氷特急オホーツクの風」車内でパネル展を実施いたします。 

「流氷特急オホーツクの風」の車内でオホーツク流氷トラスト運動の取り組みを紹介します。 

２． キャンペーン宣伝物で、オホーツク流氷トラスト運動のロゴを使用します。 

ポスターにロゴを使用するほか、パンフレットやスタンプラリーの台紙に運動の紹介をします。 

 

「「「「観光列車観光列車観光列車観光列車＋＋＋＋駅駅駅駅グルメスタンプラリーグルメスタンプラリーグルメスタンプラリーグルメスタンプラリー」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします！！！！                                            

キャンペーン期間中に運転する観光列車「流氷特急オホーツクの風」「流氷ノロッコ号」「ＳＬ冬の湿原号」の３

列車及び釧網本線の駅舎内にある飲食店（「駅グルメ」）を対象としたスタンプラリーを実施します。参加された

方の中から抽選で、地元特産品を各賞 10 名様、合計 40 名様にプレゼントします。 

 

◇ 実施期間： 平成 26 年１月18日（土）～３月９ 日（日）  

◇ 応募期間： 平成 26 年２月 １ 日（土）～３月16 日（日）当日必着 ※台紙の在庫がなくなり次第終了となります。 

◇ スタンプ設置箇所 ： 列車／流氷特急オホーツクの風、流氷ノロッコ号、ＳＬ冬の湿原号 

          「駅グルメ」／藻琴駅「軽食＆喫茶トロッコ」、北浜駅「停車場」、浜小清水駅「汽車ポッポ」 

                   止別駅「ラーメン＆きっさ えきばしゃ」、川湯温泉駅「オーチャードグラス」 

                   塘路駅「ノロッコ＆8001」 

◇ 応募方法： ３列車の車内に備え付けられているスタンプ台紙に、列車と「駅グルメ」それぞれ１個以上の 

       スタンプを押し、添付されているハガキで応募してください。 

「「「「駅駅駅駅グルメグルメグルメグルメ」」」」でのでのでのでのスタンプスタンプスタンプスタンプ押印押印押印押印はははは営業時間内営業時間内営業時間内営業時間内にににに飲食飲食飲食飲食をされたおをされたおをされたおをされたお客様客様客様客様にににに限限限限りますりますりますります。。。。    

◇ 賞   品： 流氷特急オホーツクの風賞：オホーツクビールセット（オホーツク観光連盟様提供） 

流氷ノロッコ賞：知床しゃりブランドセット（知床斜里町観光協会様提供） 

おーろら賞：網走地ビールセット（網走市観光協会様提供） 

ＳＬ冬の湿原賞：沿線５市町村より特産品（くしろ地域冬季観光開発協議会様提供） 

◇ 当選発表： 賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

札幌駅札幌駅札幌駅札幌駅でででで「ＳＬ「ＳＬ「ＳＬ「ＳＬ冬冬冬冬のののの湿原号湿原号湿原号湿原号」」」」観光観光観光観光プロモーションプロモーションプロモーションプロモーションをををを行行行行いますいますいますいます！！！！                                

12 月６日(金)～８日（日）に札幌駅西口コンコースにて「ＳＬ冬の湿原号」や冬の道東観光をＰＲするプロモー

ションを行います。 

 

◇ 主 催： くしろ地域冬季観光開発協議会 

◇ 実施日時： 平成 25 年 12 月６日（金） 13:00～17:30 

                  12 月７日（土） 10:00～17:00 

                  12 月８日（日） 10:00～13:00 

◇ 実施場所： 札幌駅西口コンコース 

◇ 内 容： 観光ＰＲブースの設置、マーメイドくしろによるノベルティの配布。 

（ノベルティ配付：12 月６日 15:00、12 月７日 13:00、12 月８日 12:00 の３回） 

           ※各回 200 個限定。なくなり次第終了します。 

           その他、ご当地の着ぐるみ（釧路市：つるまる・まりむ、標茶町：ミルクック、釧路町：がっほ 

くん）も登場します。 



列車列車列車列車＋＋＋＋ツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバスでででで快適快適快適快適なななな旅旅旅旅をををを！！！！                                                                                        

 列車とバスを組み合わせた流氷の旅を満喫する旅行プラン｢冬の道東周遊紀行｣を発売します。 

 

列車とバスを組み合わせた個人旅行 

お一人様からでもお申し込み頂ける１泊２日のコースから、道東の列車と観光を 

思い切り楽しむ２泊３日のコースまで、札幌発着の全 14 コースのほか、現地で 

のオプションとしてもご利用頂けるウトロ発着と釧路発着のコースをご用意いた 

します。また、ガイドツアー等のオプションも多数設定しますので、お得に効率的 

に冬の道東を楽しみたい方必見です！ 

 

                                                                                                                     

１． 流氷特急オホーツクの風 

◇ 運転期間： 平成 26 年２月１日（土）～３月９日（日） 

◇ 運転区間： 札幌～網走 １日１往復 

◇ 運転時刻：  

 

 

           ※途中停車駅：岩見沢、美唄、砂川、滝川、深川、旭川、上川、丸瀬布、遠軽、生田原、留辺蘂、北見、美幌、女満別 

２． 流氷ノロッコ号 

◇ 運転期間： 平成 26 年２月１日（土）～３月９日（日） 

◇ 運転区間： 知床斜里～網走 １日２往復 

◇ 運転時刻： 

 

 

 

 

        ※途中停車駅（１号）：桂台、鱒浦、藻琴、北浜、浜小清水、止別 

        ※途中停車駅（２～４号）：止別、浜小清水、北浜 

３． ＳＬ冬の湿原号 

◇ 運転期間： 平成 26 年１月 18 日（土）・19 日（日）・25 日（土）・26 日（日）、２月１日（土）～３月９日（日） 

◇ 運転区間： 釧路～標茶・川湯温泉 １日１往復  

１月 18 日（土）・19 日（日）・25 日（土）・26 日（日）は川湯温泉まで延長運転 

◇ 運転時刻： 釧路～川湯温泉＜１月 18 日（土）・19 日（日）・25 日（土）・26 日（日）＞ 

 

 

 

             ※途中停車駅（釧路～川湯温泉）：東釧路、釧路湿原、塘路、茅沼、標茶、摩周 

               釧路～標茶＜２月１日（土）～３月９日（日）＞ 

 

 

 

             ※途中停車駅（釧路～標茶）：東釧路、釧路湿原、塘路、茅沼 

札　幌 ７：５５ 網　走 １３：４７

札　幌 １９：５９

発　駅 時　刻 着　駅 時　刻

網　走 １４：１７

２号 知床斜里 ８：５５

１０：２５１号 網　　　走

発　駅 時　刻 着　駅 時　刻

１０：００

３号 網　　　走 １３：５７

１２：５７

１１：２２知床斜里

網　　　走

１４：５５

網　　　走

４号 知床斜里 １１：５７

知床斜里

釧　　　路

発　駅 時　刻 着　駅 時　刻

川湯温泉

１４：５６川湯温泉 １７：１７釧　　　路

１１：２０ １４：１４

発　駅 時　刻 着　駅 時　刻

１４：０２ 釧　　　路 １５：１９

１２：３５標　　　茶釧　　　路 １１：２０

標　　　茶

観光観光観光観光にににに便利便利便利便利なななな列車列車列車列車もももも運転運転運転運転しますしますしますします    

 


