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平 成 2 1 年 4 月 7 日
ＪＲ北海道釧路支社

おかげさまで２０周年 ！
「くしろ湿原ノロッコ号」今年も運行スタート ！

Ｊ Ｒ北海道では、今年も 4月 29日 (水 )よ り 「くし ろ湿原ノロ ッコ号」の運行を開始
します。平成元年４月より運行を開始したこの列車は、今年で20周年を迎えること
が出来ました。今年は 20周年特別企画として、厚岸湖白鳥ノ ロッコ号・十勝大平原
ノロッコ号も臨時運行します。是非 20周年のくしろ湿原ノロッコ号にご乗車下さい ！

１， くしろ湿原ノロッコ号運行！ ！

（１）釧路～塘路

（２）釧路～川湯温泉

記念乗車証明書プレゼント ！
今年は季節に応じて 3パターン ！

２，イベント・キャンペーン

（１）くしろ湿原ノロッコ号出発式

２０周年目のスタートを飾る出発式を行います！ ２０周年記念の専用ヘッドマーク
を装着した「くしろ湿原ノロッコ号」の初披露です。

①日時・場所 4月29日（水）午前 10時 40分より 釧路駅３番ホーム
②内 容 20周年記念ヘッドマーク除幕式、ホットミルク ･甘酒の振舞等
③列席予定者 釧路市･釧路支庁 ･釧路町･標茶町 ･釧路観光連盟 ･JR北海道釧路支社

（２）３ SEASON (ス リーシーズン )スタンプラリー～君は何回乗れるか！ ？～

｢春｣・「夏 ｣・「秋」の季節ごとに車内に設置された、異なるスタンプを専用台紙
に押印し、応募していただくと、抽選で当たります ！

①実施期間 平成２ １年４月２９日～１０月２５日 (応募は平成２ １年 １ １月６日必着)

②応募方法 くしろ湿原 ノロッコ号車内に置かれた応募用紙に、専用スタンプを押
印し て下さい。春（４～６ 月）・夏（７～８ 月）・秋（９～ １０月） に
デザ インの違 う 3種 のスタンプが用意されて います。希望賞品に該当
するスタンプ数が揃い次第ご応募下さい。
※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

③賞品内容 ◇３シーズン達成・海産物詰合わせ ×５名様
（抽選） ◇ ２シ ーズン達成・沿線自治体特産品 (５自 治体 ) ×３名様ずつ

(釧路市・釧路町・標茶町・弟子屈町・鶴居村よりご提供）
◇ １シーズン達成・オレンジカード ×５０名様

☆ ３シーズン達成したお客様には、もれなく専用乗車証明書ホルダー及び達成
証明書をプレゼント ！

釧路→塘路 釧路発 塘路着
くしろ湿原ノロッコ号 10:56 11:40

塘路→釧路 塘路発 釧路着
くしろ湿原ノロッコ号 12:07 12:54

4月29日～5月6日、9日、10日、5月16日～5月31日

４月～５月

釧路→川湯温泉 釧路発 川湯温泉着

くしろ湿原ノロッコ号 11:08 13:18
川湯温泉→釧路 川湯温泉発 釧路着
くしろ湿原ノロッコ号 13:41 15:58

10月1日～10月25日

１０月

釧路→塘路 釧路発 塘路着
くしろ湿原ノロッコ２号 10:56 11:40
くしろ湿原ノロッコ４号 14:52 15:50

塘路→釧路 塘路発 釧路着
くしろ湿原ノロッコ１号 12:07 12:54
くしろ湿原ノロッコ３号 16:19 17:14

6月1日～6月22日、6月26日～9月14日、9月18日～9月30日

６月～９月
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３，復活！「厚岸湖白鳥ノロッコ号」・「十勝大平原ノロッコ号」運行!!

かつて釧路～茶内間で運行していた 、「厚岸湖白鳥ノロ ッコ号」、帯広～池田間
で運行していた「十勝大平原ノロッコ号」が団体列車ツアーとして運行日限定で復
活します ！！

20周年謝恩特別価格20周年謝恩特別価格20周年謝恩特別価格20周年謝恩特別価格でででで発売発売発売発売！！！！

記念乗車証明書プレゼン ト ！ 車内で飲物付き ！ 復刻ヘッドマークにて運行！
※一部コース対象外

（１）厚岸湖白鳥厚岸湖白鳥厚岸湖白鳥厚岸湖白鳥ノロッコノロッコノロッコノロッコ号号号号復活 ！運転ツアー

①運行期間／区間：平成 21年 5月11日 (月 )･12日 (火)／釧路～厚床間（各日１往復）
②コース(一例 )・旅行代金： ※大人お一人様のお値段。（）内はこども料金

※釧路・厚岸発着のノロッコ号往復＋厚床でのフットパスを組み合わせたコース もあります。

（２）十勝大平原十勝大平原十勝大平原十勝大平原ノロッコノロッコノロッコノロッコ号号号号復活 ！運転ツアー

①運行期間／区間：平成 21年 5月13日 (水 )･14日 (木)／帯広～池田間（各日１往復）
②コース(一例 )・旅行代金： ※大人お一人様のお値段。（）内はこども料金

※十勝大平原ノロッコ号は札内駅にも停車します。※上記コース以外の設定や発着駅もございます。

※上記ツアーは団体旅行ですので定員に達し次第、募集を締め切らせていただく場合がございます。

※詳しくは専用パンフレットをご覧下さい。

お申込先：釧路駅(0154-22-4314）厚岸駅(0153-52-2035）根室駅 (0153-24-3208）
帯広駅(0155-23-8176）池田駅(015-572-2024）
※その他、最寄りの各駅・旅行センターでもお申し込みいただけます。

４，ノロッコ君のぬり絵を募集します ！

ノロッコ君に色を付けて釧路支社まで郵送して下さい。参加者のぬり絵はくしろ
湿原ノロッコ号の運行時に、釧路駅にて掲示いたします！

①募集期間 平成21年4月 ７日（火）～4月 27日（月）まで
②内 容 HP掲載のノロッコ君の白抜きのイラストをダウン

ロードし、色を付けてご郵送下さい。
JR釧路支社ホームページ： http://www.jrkushiro.jp/

③募集対象 小学校低学年まで（特に年齢は定めません）
④掲 示 平成21年4月 29日（水・祝）～ 5月6日（水）まで

釧路駅構内にて掲示いたします。
ぬ りえイメージ

参加者には記念品プレゼン ト！

【本プレス リリースに関するお問い合わせ先： TEL０ １ ５ ４－２５－ １６８３（平日のみ）
JR北海道釧路支社販売グループ 担当 /高柳】
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ちょっとそこまで
厚岸までコース

ノロッコ号を満喫！
ノロッコ往復コース

厚岸発着コース

根室発着コース 根室駅

ノロッコノロッコノロッコノロッコ ノロッコノロッコノロッコノロッコ

根室駅 厚岸駅 厚床駅 茶内駅


