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キャンペーン
9月３０日

キャンペーン期間

２０２２年３月１日 〜６月３０日 チェックインまで
期間中、対象の施設にご宿泊いただき チェックイン時 に、お帰りに利用するＪＲ券 または
をご提示いただくと入場券型

ＩＣカード乗車券

宿泊記念証明書 をプレゼント

※Ｋ
ｉ
ｔ
ａｃａ以外のＩＣカード乗車券、磁気タイプ定期券、
スマホ定期券、団体乗車券、入場券は対象外です。 ※
「Ｋ
ｉ
ｔ
ａｃａ」
は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

❷ 789系1000代

❸ 733系電車

❹ 785系電車

キハ183系 ノースレイ

❺ ンボーエクスプレス

キャンペーン対象宿泊施設と 宿泊記念証明書 の発行一覧
■札幌 すすきの・中島公園周辺▶おもて面
❶ うら面：■
おもて面：●
■札幌駅周辺▶おもて面
おもて面：●
❸ うら面：■
ジャスマックプラザホテル
ホテルマイステイズ札幌アスペン
ホテルリソル札幌 中島公園
ホテルサンルート札幌
札幌東急ＲＥＩホテル 6/30まで
ＪＲイン札幌
札幌エクセルホテル東急 6/30まで
ホテル京阪札幌
札幌パークホテル
ホテルパールシティ札幌
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌
センチュリーロイヤルホテル
ANAホリディ・イン札幌すすきの
ホテルグレイスリー札幌
クインテッサホテル札幌
京王プラザホテル札幌
ダイワロイネットホテル札幌すすきの
ニューオータニイン札幌
プレミアホテル−CABIN−札幌
ホテルモントレ札幌
ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの 6/30まで
ANAクラウンプラザホテル札幌
■札幌 大通・西11丁目周辺▶おもて面
おもて面：●
❷ うら面：■
ホテルモントレエーデルホフ札幌
札幌グランドホテル
ＪＲタワーホテル日航札幌
ホテルハミルトン札幌
クロスホテル札幌
札幌プリンスホテル
ＪＲイン札幌駅南口
札幌ビューホテル大通公園
ＪＲ東日本ホテルメッツ札幌
札幌ガーデンパレス
京王プレリアホテル札幌
ホテルリソルトリニティ札幌
ＪＲイン札幌北2条
おもて面：●
ホテルビスタ札幌[大通]
■千 歳▶おもて面
❹ うら面：■
東急ステイ札幌
ホテルかめや
東急ステイ札幌大通
ホテルウィングインターナショナル千歳
ランプライトブックスホテル札幌
ＪＲイン千歳
札幌グランベルホテル 6/30まで
おもて面：●
■苫小牧▶おもて面
❹ うら面：■
■札幌郊外▶おもて面
おもて面：●
❹ うら面：■
グランドホテルニュー王子
札幌北広島クラッセホテル
新苫小牧プリンスホテル「和〜なごみ〜」
■室蘭・東室蘭▶おもて面
❹ うら面：■
おもて面：●
室蘭プリンスホテル
ドーミーイン東室蘭
おもて面：●
■小 樽▶おもて面
❺ うら面：■
の
や
に
オーセントホテル小樽
■富良野▶おもて面
❺ うら面：■
おもて面：●
富良野ナチュラクスホテル

旅行 思い出 宿泊の記念
ぜひご提示ください

はまなす編成

❶ 721系電車

おもて面5種 うら面2種

2種類を
組み合わせると
大型鉄道写真に

ラベンダー編成

【宿泊記念証明書イメージ】 おもて面

うら面

宿泊エリアによって列車の写真が変わります

■定山渓温泉▶おもて面
❶ うら面：■
おもて面：●
ホテル鹿の湯・花もみじ 6/30まで
ぬくもりの宿ふる川
定山渓万世閣ホテルミリオーネ
章月グランドホテル
定山渓ビューホテル
おもて面：●
■支笏湖温泉▶おもて面
❹ うら面：■
しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌
おもて面：●
■登別温泉▶おもて面
❹ うら面：■
祝いの宿 登別グランドホテル
登別温泉郷 滝乃家
第一滝本館
名湯の宿パークホテル雅亭
登別石水亭
登別万世閣
ホテルまほろば
旅亭花ゆら
ホテルゆもと登別
滝乃家別館玉乃湯
望楼NOGUCHI登別
おもて面：●
■ニセコ▶おもて面
❺ うら面：■
ニセコグランドホテル
ホテル甘露の森
ヒルトンニセコビレッジ
おもて面：●
■洞爺湖温泉▶おもて面
❺ うら面：■
ホテルグランドトーヤ
洞爺観光ホテル
洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス
絶景の湯宿 洞爺湖畔亭
ゆとりろ洞爺湖
ザレイクビューTOYA 乃の風リゾート
おもて面：●
■北湯沢温泉▶おもて面
❺ うら面：■
緑の風リゾートきたゆざわ
きたゆざわ 森のソラニワ
湯元ホロホロ山荘

さらに

郵便はがきでご応募

チャンス

宿泊記念証明書の“応募券”２枚を集めて応募しよう

アクリル鉄道スタンド[Ｈ１００形電気式気動車（DECMO）]を

もれなく全員にプレゼント！！

組立イメージ

応募方法
「乗って！見せて！！泊まろうキャンペーン」
宿泊記念証明書の「応募券」を
2 枚集めて郵便はがきに貼り付けて、
①郵便番号・住所
②氏名
③年齢
④職業
⑤電話番号
応募券→
をお書き添えのうえ、事務局宛へご郵送ください。
■宛先
〒060-8644 札幌市中央区北11条西15丁目1番1号
ＪＲ北海道営業部内ＪＲ旅連
｢乗って！見せて！！泊まろうキャンペーン｣事務局宛
■応募締切
1 回目／ 2022 年7月 8 日（金）消印分まで有効
2 回目／ 2022 年10 月7日（金）消印分まで有効

郵便はがき
63円 0 6 0 8 6 4 4
切手
札幌市中央区北 11条
西15 丁目1番 1号
ＪＲ北海道営業部内ＪＲ旅連

｢乗って！見せて！
！
泊まろうキャンペーン｣
事務局宛

応募券
応募券
①郵便番号・住所
②氏名
③年齢
④職業
⑤電話番号

乗って！見せて！
！泊まろうキャンペーン規約
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟札幌支部（以下、当連盟といいます）が主催する「乗って！見せて！！泊まろうキャンペーン」
（以下、本キャン
ペーンといいます）にご参加いただく前に、本規約をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご参加ください。本キャンペーンにご参加された場
合、
本規約にご同意いただいたものとみなします。
【キャンペーン期間】
2022 年 3月1日（火）〜2022 年 9 月30 日（金）チェックインまで
【入場券型「宿泊記念証明書」発行条件】
●お帰りに利用するＪＲ乗車券または特急券（以下、ＪＲ券）もしくは IC カード乗車券「Kitaca」
（以下、Kitaca）をお持ちであること。
※磁気タイプ定期券、スマホ定期券、団体乗車券、入場券、指定席券は対象外です。
※「Ｋｉｔａｃａ」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
●ＪＲ券または Kitacaをキャンペーン対象施設にてチェックイン時に提示できる方。
【アクリルスタンド鉄道模型について】
〈賞品について〉
●ご応募いただいた方にもれなく、アクリルスタンドＨ１００形電気式気動車（DECMO）鉄道模型をプレゼントいたします。
〈応募条件〉
●応募券を2 枚お持ちであること。
●日本国内にお住まいで、賞品のお届け先が日本国内の方。
〈応募方法〉
●キャンペーン対象施設にて発行する入場券型「宿泊記念証明書」に添付されている『応募券』を2 枚集めてください。
●郵便はがきに郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号を記載し、応募券2 枚を添付して郵送してください。
※郵便はがきへの記載事項に不備があり、賞品を発送できない場合は応募無効となります。
〈応募期間〉
1回目／ 2022 年7月 8 日（金）消印有効 2 回目／ 2022 年10 月7日（金）消印有効
〈発送について〉
●賞品発送は1回目 2022 年 8月上旬、2 回目 2022 年10 月下旬を予定しています。
●賞品発送時期は前後する場合がありますので、ご了承ください。
●賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。
〈応募に関する注意事項〉
●応募者には報酬や権利等は一切発生いたしません。
●応募に関わる経費は、応募者のご負担になります。
●応募に関するお問合せには一切お応えいたしません。
●本キャンペーンは、北海道旅客鉄道株式会社が主催するものではありません。
●郵便はがき１枚につき１件の応募とみなします。1件につき賞品の発送は１点となります。
【その他】
●本規約に反する行為が発覚し、その応募が無効及び取り消しとなった場合、応募者は何ら不服を申し立てる事が出来ないこととします。
●本キャンペーンの内容や開催期間、賞品内容は、予告なく変更する場合がございます。
●賞品の転売は禁止とさせていただきます。
●賞品の交換・換金・返品はいたしかねますのでご了承ください。
●アクリルスタンド鉄道模型応募完了の確認についてのご質問やお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
【免責事項】
●キャンペーンにあたって、参加者に万が一何らかの損害が生じた場合においても、当連盟は責任を負いかねます。キャンペーン参加に際し
て、第三者からの苦情や異議申し立てに関し、当連盟は当該紛争には一切関知せず、参加者が責任を持って解決するものとし、当連盟に
損害を与えることのないようにするものとします。また、参加者または第三者に何らかの損害が生じた場合においても、当連盟は一切の責
任を負いかねます。
●当連盟は､本キャンペーンにおけるサービスの一部又は全てを事前に通知することなく変更･中止･終了することができるものとします｡な
お､変更･中断あるいは中止または終了により生じた損害については､一切責任を負いません。
●当連盟は、随時本利用規約及び注意事項を改定できるものとします。
●キャンペーン告知にあたり、SNSアカウントからの投稿は当連盟の公式見解ではなく、内容・コメント・写真などのコンテンツに対して情報
の正確性および完全性・有用性を保証するものではありません。
【キャンペーンに関するお問合せについて】
●キャンペーンに関するお問合せは、ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟札幌支部「乗って！見せて！！泊まろうキャンペーン」事務局
「ryoren̲cp@jrhokkaido.co.jp」またはTEL011-700-5822（9：00〜16：30 土日祝休み）にて受け付けております。
※受付期間は2022 年 3月1日（火）〜 10 月3１日（月）までとなります。
※頂戴したお問合せにつきましては、平日 9：00〜16：30 に順次対応いたします。
※土日・祝日・8月11日〜15日に頂戴したお問合せにつきましては、返信にお時間をいただく場合がございます。
※本キャンペーンの広告・SNSに関するご意見やご質問をいただいた場合、対応できかねます。あらかじめご了承ください。

プライバシーポリシーについてはこちら
※写真・イラストはすべてイメージです。

ソーシャルメディアポリシーについてはこちら
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟北海道地域本部札幌支部

