
 

平 成 29 年 ７ 月 12 日 

 

 

 

 

「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」を発売します 

 

 

 

 関係市町村のみなさまと準備を進めて参りました「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」

について、７月 20 日（木）より順次、発売を開始いたします。 

 

 「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」について、当社の駅が立地する北海道と青森県

101 の市町村に対しご案内をしたところ、すべての市町村にご参画いただけることとな

りました。本企画の趣旨にご理解をいただいた関係者のみなさまに、心より感謝いたし

ます。 

 

また、この入場券をきっかけにした各地域のＰＲや観光開発、交流人口の拡大を期待

して、当社ではキャンペーンを展開するとともに、自治体や関係団体からのご協力によ

り地元特産品のプレゼント、現地でのおもてなし特典なども実施いたします。 

 

あわせて、本日より当社ホームページ内に特設サイトを開設しましたのでお知らせい

たします。 

 

 詳しくは、別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 



 

 

別 紙 

１．「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」の発売 

 

   発売価格   １枚 170 円 

 

   発 売 数   限定数は設けず随時増刷いたしますが、万が一在庫切れの際は 

ご容赦ください。 

窓口混雑時などは、１回にお求めいただける数量を制限させて 

いただく場合があります。 

 

そ の 他   台紙等はございません。また郵送による発売は行いません。 

       一部の販売窓口では、現金でのみの発売とさせていただきます。 

 

   ７月 20 日（木）より発売を開始する箇所は次のとおりです（計 81 箇所）。 

※ 記載のない 20 の駅（自治体）の発売については、準備が整い次第、ホームペー

ジなどでお知らせします。 

 

市町村 設定駅 発売場所 営業時間 休業日、その他

今別町 奥津軽いまべつ駅 奥津軽いまべつ駅 みどりの窓口 6:20 〜 23:00

木古内町 木古内駅 木古内駅 みどりの窓口 6:00 〜 22:20

北⽃市 新函館北⽃駅 新函館北⽃駅 みどりの窓口 6:00 〜 22:00

函館市 函館駅 函館駅 みどりの窓口 5:30 〜 22:00

七飯町 大沼公園駅 大沼公園駅 みどりの窓口 8:30 〜 18:10

森町 森駅 森駅 みどりの窓口 5:00 〜 22:00

⿅部町 ⿅部駅 道の駅 しかべ間歇泉公園 8:30 〜 18:00 10⽉〜3⽉の第4⽉曜日

（10⽉以降は⼀部変更） （祝日が⽉曜日にあたる時は、翌々日）

八雲町 八雲駅 八雲駅 みどりの窓口 7:00 〜 19:30

⻑万部町 ⻑万部駅 ⻑万部駅 みどりの窓口 7:00 〜 18:15

蘭越町 昆布駅 蘭越町ニセコエリア情報センター 9:00 〜 16:00 毎週⽉曜日（⽉曜日が祝日の場合はその翌日）

倶知安町 倶知安駅 倶知安駅 みどりの窓口 5:00 〜 21:40

共和町 小沢駅 佐々木商店（小沢駅前） 7:00 〜 18:00 臨時休業する場合があります。

余市町 余市駅 余市駅 みどりの窓口 6:45 〜 17:30

小樽市 小樽駅 小樽駅 みどりの窓口 5:30 〜 22:45

札幌市 札幌駅 札幌駅 みどりの窓口 5:40 〜 23:55

江別市 江別駅 江別駅 みどりの窓口 5:30 〜 24:00

岩⾒沢市 岩⾒沢駅 岩⾒沢駅 みどりの窓口 5:30 〜 23:35

美唄市 美唄駅 美唄駅 みどりの窓口 5:40 〜 23:40

奈井江町 奈井江駅 奈井江駅 きっぷうりば 6:30 〜 10:30 土曜・日曜・祝日

15:40 〜 18:10

砂川市 砂川駅 砂川駅 みどりの窓口 6:40 〜 18:30

滝川市 滝川駅 滝川駅 みどりの窓口 5:20 〜 23:30

赤平市 赤平駅 赤平駅 きっぷうりば 8:30 〜 14:30

赤平市交流センターみらい 8:30 〜 17:00

芦別市 芦別駅 芦別駅 きっぷうりば 6:45 〜 15:00 土曜・日曜・祝日

富良野市 富良野駅 富良野駅 みどりの窓口 7:00 〜 18:00

豊浦町 小幌駅 豊浦駅 きっぷうりば 9:00 〜 16:00 土曜・日曜・祝日

天然豊浦温泉 しおさい 10:00 〜 21:00 不定休

洞爺湖町 洞爺駅 洞爺駅 みどりの窓口 6:55 〜 18:20

伊達市 伊達紋別駅 伊達紋別駅 みどりの窓口 7:00 〜 19:30

室蘭市 室蘭駅 室蘭駅 みどりの窓口 7:20 〜 19:00

登別市 登別駅 登別駅 みどりの窓口 7:00 〜 18:45

⽩⽼町 ⽩⽼駅 ⽩⽼駅 みどりの窓口 7:00 〜 18:00

苫小牧市 苫小牧駅 苫小牧駅 みどりの窓口 5:30 〜 22:50



 

 

 

  ※ 発売場所の変更や追加があったときは、ホームページにてお知らせします。  

市町村 設定駅 発売場所 営業時間 休業日、その他

むかわ町 鵡川駅 道の駅 むかわ四季の館 10:00 〜 20:00 不定休

カネダイ大野商店 10:00 〜 17:00 11⽉以降は毎週日曜

新冠町 新冠駅 道の駅 サラブレッドロード新冠 9:00 〜 18:00

（10⽉以降は⼀部変更）

新ひだか町 静内駅 静内駅 みどりの窓口 7:20 〜 18:40

浦河町 浦河駅 浦河観光協会 9:00 〜 18:00

様似町 様似駅 様似駅 きっぷうりば 8:00 〜 12:25 ※毎日、9:40 〜 10:00 と 14:40 〜 15:00 は

13:45 〜 16:30  窓口の営業を⾏いません。

安平町 早来駅 早来駅 きっぷうりば 8:30 〜 18:00

由仁町 由仁駅 由仁駅構内 ぽっぽ館ゆに 9:00 〜 15:00

栗⼭町 栗⼭駅 栗⼭駅 きっぷうりば 8:00 〜 16:00

千歳市 千歳駅 千歳駅北口（２階）みどりの窓口 5:30 〜 23:00

恵庭市 恵庭駅 恵庭駅 みどりの窓口 5:35 〜 23:30

北広島市 北広島駅 北広島駅 みどりの窓口 5:45 〜 24:30

夕張市 夕張駅 ホテルマウントレースイ フロント 9:00 〜 18:00

占冠村 占冠駅 占冠駅 きっぷうりば 7:35 〜 15:25

（土曜・休日は15:00まで）

当別町 石狩当別駅 石狩当別駅 みどりの窓口 5:10 〜 23:15

⽉形町 豊ヶ岡駅 石狩⽉形駅 きっぷうりば 6:00 〜 20:00

新十津川町 新十津川駅 寺子屋（新十津川駅前） 9:00 〜 18:00 不定休

新得町 新得駅 新得駅 みどりの窓口 5:20 〜 21:30

清水町 十勝清水駅 十勝清水駅 みどりの窓口 6:30 〜 16:45

芽室町 芽室駅 芽室駅 みどりの窓口 6:40 〜 16:30

帯広市 帯広駅 帯広駅 みどりの窓口 6:00 〜 22:30

幕別町 幕別駅 幕別駅 みどりの窓口 6:50 〜 16:50 日曜・祝日

池田町 池田駅 池田駅 みどりの窓口 7:00 〜 20:20

豊頃町 豊頃駅 豊頃町役場 9:00 〜 17:00 土曜・日曜・祝日

浦幌町 浦幌駅 浦幌駅 みどりの窓口 7:00 〜 16:00

釧路市 釧路駅 釧路駅 みどりの窓口 5:20 〜 22:30

厚岸町 厚岸駅 厚岸駅 みどりの窓口 6:20 〜 15:10

清⾥町 清⾥町駅 きよさと情報交流施設 きよーる 9:00 〜 18:00

（10⽉以降は⼀部変更）

小清水町 浜小清水駅 道の駅 はなやか（葉菜野花）小清水 9:00 〜 19:00

深川市 深川駅 深川駅 みどりの窓口 5:30 〜 24:10

旭川市 旭川駅 旭川駅 みどりの窓口 5:00 〜 22:00

秩父別町 秩父別駅 道の駅 鐘のなるまち・ちっぷべつ 9:00 〜 17:00 11〜4⽉の毎週⽕曜日

（11〜3⽉は16:00まで）

沼田町 石狩沼田駅 石狩沼田駅 きっぷうりば 7:20 〜 13:40 土曜・日曜・祝日

留萌市 留萌駅 留萌駅 みどりの窓口 7:50 〜 16:20

美瑛町 美瑛駅 美瑛駅 みどりの窓口 6:30 〜 18:30

当麻町 当麻駅 当麻グリーンライフ（当麻駅構内） 8:30 〜 17:30

愛別町 愛別駅 花畠商店（愛別駅から徒歩５分） 9:00 〜 16:00 土曜・日曜・祝日

上川町 上川駅 上川駅 みどりの窓口 7:15 〜 16:35

遠軽町 遠軽駅 遠軽駅 みどりの窓口 7:15 〜 19:30

北⾒市 北⾒駅 北⾒駅 みどりの窓口 6:10 〜 22:20

大空町 ⼥満別駅 大空町⼥満別図書館（⼥満別駅舎内） 10:00 〜 20:00 ⽉曜・祝日

（土曜・日曜は18:00まで）

網走市 網走駅 網走駅 みどりの窓口 5:20 〜 22:35

和寒町 塩狩駅 和寒町役場 8:30 〜 17:15 土曜・日曜・祝日

セブンイレブン和寒町店 24時間

ローソン和寒町店 24時間

剣淵町 剣淵駅 丸八小沢商店（剣淵駅前） 7:00 〜 18:00 日曜

士別市 士別駅 士別駅 みどりの窓口 6:00 〜 16:50

名寄市 名寄駅 名寄駅 みどりの窓口 7:40 〜 17:05

美深町 美深駅 美深駅 きっぷうりば 8:30 〜 17:15

音威子府村 音威子府駅 音威子府駅 みどりの窓口 8:15 〜 16:10

中川町 天塩中川駅 (株)⻄條 Ｑマート中川店 9:00 〜 19:00

豊富町 豊富駅 豊富町観光情報センター 9:00 〜 17:00

稚内市 稚内駅 稚内駅 みどりの窓口 6:20 〜 17:50

※営業時間・休業日は平成29年７⽉現在の情報であり、急遽変更となることがあります。この他、年末年始にお休みする窓口があります。



 

 

２．キャンペーンの展開 

 （１）ＪＲ北海道からのプレゼント 

    「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」についている応募券（異なる 10 駅分）

を集めていただき、ホームページ特設サイトからダウンロードした台紙に貼り付

けてご応募いただくと、もれなく特製「北海道の列車カード」がもらえます。 

 

 

 

    特製「北海道の列車カード」は４種類あり、応募券 10 駅分を応募するごとに

普通、快速、急行、特急と異なるカードをもらうことができます。 

 

 

 

    特急まで達成し、さらに応募券 10 駅分を集めてご応募いただくと、レアカー

ド（事業用車両が図柄となったカード）をプレゼントします。 

    ※ 「特製カード」の発送先は、日本国内に限らせていただきます。 

    ※ このプレゼントの終了時期は改めてお知らせします。 

 

 

 



 

 

 （２）市町村賞 

    「ＪＲ北海道からのプレゼント」にご応募いただいた方を対象に、応募券 10

駅分のご応募を１口として抽選を行い、各自治体や関係団体からご提供いただい

たご当地の特産品や、各種グッズ等をプレゼントいたします。 

「ＪＲ北海道からのプレゼント」に、平成 30 年３月末日（当日消印有効）ま

でにご応募いただき、個人情報の提供などにご同意いただいた方が対象です。 

各自治体などからご提供いただいた賞品は、ホームページ特設サイトでご覧い

ただけます。 

    ※賞品の発送先は、日本国内に限らせていただきます。 

 

 （３）夏休みキッズ賞 

    「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」をきっかけに、夏休みに列車に乗って出

かけたときの様子などを、そのときの写真に簡単なご感想などを添えて教えてく

ださい。対象は小学生までのお子様とその保護者の方に限らせていただきます。 

    応募期間は平成 29 年９月 10日（当日消印有効）までといたします。 

ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に、「専用コレクションファイル」

を差し上げます。 

 

    お送りいただいた写真等は返却いたしませんが、ご希望のお客様にはホームペ

ージ特設サイトでお写真を紹介させていただきます。 

 

    またホームページ特設サイトでは、夏休みの自由研究にも使える「わがまちご

当地入場券」の魅力をご紹介しています。 

 

 （４）その他 

    いずれのキャンペーンも、ホームページ特設サイトで詳細をお知らせしていま

す。応募条件などはそちらでご確認ください。 

 

 

３．自治体のご協力による「現地特典」の展開 

各自治体、関係団体などのご協力により、お買い求めいただいた「ＪＲ北海道わ 

がまちご当地入場券」を呈示することで、記念品の提供や割引等が受けられる「現

地特典」を多数ご用意いただいております。 

   お出かけの際はぜひ、「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」のお買い求めととも 

に、それぞれの街での滞在をお楽しみください。 

   特典の詳細は、ホームページ特設サイトでご覧いただけます。 

 

 

 

 



 

 

４．関連商品のご案内 

   「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」を集め、コレクションしていただくのに最 

適な「専用コレクションファイル」を製作し、販売します。 

   「専用コレクションファイル」にはコレクターズアイテムとして、すべての入場 

券（おもて面）と列車写真の説明が載った「公式カタログ」を封入します。 

         

    専用コレクションファイル（写真はイメージです。入場券は封入されていません。） 

       

公式カタログ（イメージ） 

 

    ・専用コレクションファイル 売価：2,000 円（税込） 

      入場券６枚を収めることができる透明シート３枚と、公式カタログ付き 

    ・透明シートのみ 売価：850 円（税込） 

      入場券６枚を収めることができる透明シート５枚入り 

 

    北海道キヨスク株式会社の以下の店舗と、北海道キヨスク直営ショッピングサ

イト「北の特急便」で販売いたします。 

    発売場所 

【函館】北海道四季彩館 ツインタワー店、北海道四季彩館 ＪＲ函館店 

    【新函館北斗】キヨスク新函館北斗ラッチ店、キヨスク新函館北斗ホーム店 

    【札幌】北海道四季彩館 札幌西店、北海道四季彩館 東１号店 

    【旭川】北海道四季彩館 旭川西店 【北見】北海道四季彩館 北見店 

    【帯広】北海道四季彩館 帯広店  【釧路】北海道四季彩館 釧路店 

    【小樽】北海道四季彩館 小樽店  【東室蘭】北海道四季彩館 東室蘭店 

    【新千歳空港】北海道四季彩館 新千歳空港店 



 

 

５．特設ホームページの展開について 

   「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」の特設ホームページを公開します。 

     http://www.jrhokkaido.co.jp/gotochi/ 

   発売場所、営業時間などは、こちらでご確認いただけます。 

  

 

６．ご協力いただいた自治体への入場券進呈 

   「ＪＲ北海道わがまちご当地入場券」の製作にあたりご協力をいただいた各自治 

体のみなさまに対して感謝を込めて、券番 0001 番、0002 番の入場券を額装し、各 

自治体へ進呈させていただきます。 

               

   ※各駅での発売は、券番 0003 番からとなります。 

 

 

【参考】ＪＲ北海道わがまちご当地入場券 券面イメージ 

 （例１）夕張駅（夕張市） 

   

（例２）塩狩駅（和寒町） 

  


