平 成 29 年 ４月 27 日
～ 見どころいっぱいの富良野・美瑛エリアをとことん満喫！ ～

「ＪＲで行く 富良野・美瑛 2017」スタート！
ＪＲ北海道では、今年もラベンダーをはじめとする美しい花々が咲き誇る「富良野・美瑛」エリアに、観光列車を
運転し、富良野美瑛広域観光推進協議会と共に「富良野・美瑛キャンペーン」を実施します。
各観光バス(美遊バス・観光周遊バス)や路線バス(ふらのくるる号)と一緒に、ラベンダーシーズンを迎える富良野・
美瑛をお楽しみください。
のんびり・ゆっくり走る列車から雄大な自然の景色を満喫

富良野・美瑛ノロッコ号
今年も、田園風景の中をのんびり・ゆっくり走る「富良野・美瑛ノロッコ号」を、１日３往復運転します。富良野・
美瑛ノロッコ号の運転にあわせて「ファーム富田」まで徒歩約７分の臨時駅「ラベンダー畑駅」を設置しますので、
渋滞知らずでラベンダー観光をお楽しみいただけます。
■運転期間：平成 29 年６月 10 日(土)～18 日(日)の土日、６月 24 日(土)～８月 20 日(日)の毎日
８月 26 日(土)～９月 24 日(日)の土･日･祝
■運転区間：旭川・美瑛～富良野

乗車証明書プレゼント！

■運転時刻：

※ 途中停車駅は上記のほか、美馬牛・上富良野・中富良野です。
※ 運転日・時刻・車両は予告なく変更となる場合があります。
（イメージ）

札幌・富良野間を直通約２時間で結ぶ

特急フラノラベンダーエクスプレス
札幌から富良野までを乗り換えなしの約２時間で結ぶ「特急フラノラベンダーエクスプレス」を今年も運転します。
■運転期間：【１・２号】平成 29 年７月１日(土)～８月６日(日)の毎日
【３・４号】平成 29 年６月 10 日(土)～18 日(日)の土日、６月 24 日(土)～８月 20 日(日)の毎日
８月 26 日(土)～９月 24 日(日)の土･日･祝
■運転区間：札幌～富良野
■運転時刻：
※途中停車駅は左記のほか、
岩見沢・芦別です。
※運転日・時刻は予告なく変更となる場合があ
ります。

美瑛の人気スポットを周遊するなら！

【運行バス会社：宮本バス(株)】

美遊バス(びーゆーバス／旧ツインクルバス
事前予約制
JR 北海道での予約は
２日前まで

【全コース共通】

美瑛号)

四季の情報館(美瑛町観光協会・美瑛駅近く)にて前日・当日の予約も可能！
※定員になった場合は発売を終了いたします。
お問い合わせは、(一社)美瑛町観光協会 TEL：0166-92-4378)

■旅行代金：大人おひとり様２，０００円〔こども１，０００円〕

★富良野・美瑛ノロッコ号の運転日等は時刻表をご確認ください。

人気スポットを巡りながら、美瑛・富良野エリアを楽しめる！

【運行バス会社：ふらのバス(株)・旭川電気軌道(株)】

観光周遊バス びえい号・富良野号
事前予約制

ふらのバスのホームページにてインターネット予約も可能！（乗車日前日まで）

JR 北海道での予約は２日前まで

予約はここから http://www.furanobus.jp/furanogo.html ※定員になった場合は発売を終了します。

当日は、ふらのバス旅行センター（富良野駅横・お問い合わせは、TEL：0167-23-1121） にて予約可能！

【観光周遊バス びえい号 パノラマコース】
■運 行 日：平成 29 年７月１日(土)～８月６日(日)の毎日
■旅 行 代 金：大人おひとり様５，０００円〔こども２，５００円〕

【観光周遊バス びえい号 セレクトコース】
■運 行 日：平成 29 年６月 10 日(土)～18 日(日)の土･日、
24 日(土)～８月 20 日(日)の毎日、26 日(土)、27 日(日)
■旅 行 代 金：大人おひとり様４，０００円〔こども２，０００円〕※後藤純男美術館の入館料を含みます。

【観光周遊バス 富良野号】
■運 行 日：平成 29 年６月 10 日(土)～18 日(日)の土･日、
24 日(土)～８月 20 日(日)の毎日、26 日(土)、27 日(日)
■旅 行 代 金：大人おひとり様３，０００円〔こども１，５００円〕

富良野の人気スポットをまわる

【運行バス会社：ふらのバス(株)】

ふらのくるる号

※このバスは循環型バスです。各停車箇所にてお客様の乗り降りが完了しましたら、
発車いたしますのでご注意ください。

富良野駅横の富良野・美瑛広域観光センター（観光案内所）やふらのくるる号の車内で発売します。
お問い合わせは、(一社)ふらの観光協会 TEL：0167-23-3388
※ JR 北海道の駅のみどりの窓口、ツインクルプラザ（旅行センター）
、JR 北海道プラザではお買い求めできません。

■運 行 日：平成 29 年７月３日（月）～８月 15 日（火）(コース毎に運行日が異なります。)
■料

金：Ａコース／月水金日 大人 1,500 円 こども(６才～12 才) 1,000 円

■料

金：Ｂコース／火木土

大人 2,000 円 こども(６才～12 才) 1,500 円

中富良野駅付近のおすすめ散策路！
中富良野駅の周辺には、徒歩 10 分圏内に｢なかふらのフラワーパーク｣や｢中富良野町営ラベンダー園｣があり、
隣の臨時駅ラベンダー畑駅周辺には、｢ファーム富田｣があり、散策がおすすめです。
実際に歩いて、中富良野町の素晴らしさを、肌で感じてください。

中富良野駅～ファーム富田のアクセスが便利に！

≪乗り合いタクシー運行情報≫
今年も、中富良野駅からファーム富田まで、便利な乗り合いタクシーが運行されます。散策に疲れた時に、
是非ご利用下さい。
■運 行 日：平成 29 年７月１日(土)～７月 31 日(月)の毎日
■運 行 区 間：JR 中富良野駅⇒(約 10 分)⇒ファーム富田／とみたメロンハウス⇒(約５分)⇒
中富良野町営ラベンダー園⇒(約５分)⇒JR 中富良野駅
■運 行 時 刻：20 分毎に運行します。
JR 中富良野駅発時刻 ８：40 頃～16：40 頃
ファーム富田／とみたメロンハウス ８：50 頃～16：50 頃
■料

金：おひとり様 200 円(大人・こども同額)
※ １台で最大９名の相乗り乗車となります。
※ 事前予約はできません。

■乗 り 場：JR 中富良野駅前(トイレ側)、中富良野町営ラベンダー園：駐車場内トイレ横
ファーム富田／とみたメロンハウス：町営駐車場内トイレ横
■お問い合わせ先：なかふらのハイヤー／TEL：0167-44-2331

ＪＲ＋富良野・美瑛地区観光バスがセットでお得！

ツインクル旅行商品「日帰りＪＲでぷらり旅 富良野・美瑛への旅」
富良野・美瑛観光の決定版！今年もツインクル旅行商品「日帰りＪＲでぷらり旅 富良野・美瑛への旅」
を設定します。ＪＲと富良野・美瑛を巡る観光バスがセットになったお得な商品です。
今年は、ラベンダーで有名な「ファーム富田」と美遊バスで巡る美瑛の名所「四季彩の丘」
・
「白金
青い池」を１日で観光できるコースをご用意いたしました。また、富良野で大人気の「オムカレー」
をセットにしたコースもございます。詳しくは専用パンフレットをご覧下さい。
夏の北海道を代表する富良野・美瑛観光をお得に！手軽に！お楽しみ下さい。
【コース例】

富良野・美瑛エリアの普通列車が乗り放題！

おトクなきっぷ情報
今年もキャンペーン開催に伴い、おトクなきっぷを発売いたします。列車に乗って富良野・美瑛エリアをお楽しみ
ください！
◇「ふらの・びえいフリーきっぷ」

フリーエリアまでの往復特急列車自由席に、フリーエリア内の

フリーエリア

普通列車自由席の乗り放題がセットになったおトクなきっぷ。
■発 売 期 間：平成 29 年 10 月 28 日(土)まで

滝川

旭川

■ご 利 用 期 間：平成 29 年４月 29 日(土・祝)～10 月 31 日(火)
※ ご利用開始は平成 29 年 10 月 28 日(土)まで
■お ね だ ん：（札幌発）６，５００円［こども３，２５０円］
■有 効 期 間：４日間
富良野
◇「ラベンダーフリーパス」

フリーエリア内の普通列車自由席が乗り放題のおトクなきっぷ。
■発 売 期 間：平成 29 年 10 月 31 日(火)まで
■ご 利 用 期 間：平成 29 年４月 29 日(土・祝)～10 月 31 日(火)
■お ね だ ん：２，５００円［こども１，２５０円］
■有 効 期 間：１日間

列車・バスの運行時刻や運行コース、運賃・料金、おトクなきっぷなど詳しい情報は、
専用パンフレット(５月１日(月)以降納品予定)、またはＪＲ北海道ホームページ（５月
中旬掲載予定）をご覧ください。

幾寅

