
「北海道観光ふりーぱす」 地域寄り道の特典・サービス

No. 市町村名 優待施設名等 割引内容・特典内容 所在地（住所） 最寄ＩＣ 電話番号 営業時間 営業日の注意点 ホームページURL

1 キッチンさわで夢屋 お食事一品につきソフトドリンク1杯サービス 七飯町字大沼町211 大沼公園IC 0138-67-2431
4月末～10月末　11:00～19:00
10月末～4月中旬頃　11:00～
15:00（土日祝11:00～19:00）

2 はこだてわいん葡萄館 ワインお買い上げ金額1,000円以上で50円引き 亀田郡七飯町上藤城11 大沼公園IC 0138-65-8170 10:00～18:00 不定休 https://www.hakodatewine.co.jp/

3 フレンドリーベア 貸自転車20%割引、ソフトクリーム50円引き 七飯町字大沼町215 大沼公園IC 0138-67-2194 9:00～17:00 不定休 http://friendly-bear1985.com/

4 レストラン梓 お食事された方にソフトドリンク1杯サービス 七飯町字大沼町324 大沼公園IC 0138-67-2158
4月～11月　11:00～19:00
12月～3月　11:00～17:00

水曜定休 http://restaurant-azusa.com/

5 大沼合同遊船 遊覧船10%割引 七飯町字大沼町1023-1 大沼公園IC 0138-67-2229 4月～11月　8:00～17:00 http://www.onuma-park.com/

6 大沼展望閣 ソフトクリーム50円引き 七飯町字大沼町1023-17 大沼公園IC 0138-67-3311
4月～11月　9:00～17:00
12月～3月　10:00～16:00 http://www.e-okhotsk.com/onuma

7 鹿部町 道の駅しかべ間歇泉公園 しかべ間歇泉公園入園料100円引き 茅部郡鹿部町字鹿部18-1
大沼公園IC

森IC
01372-7-5655

開業時間／4～9月：8:30～18:00
10～3月：9:00～17:00

休業日／10～3月の第4月曜日（祝日が月曜日に当
たる場合は翌々日）、年末年始

ja-jp.facebook.com/shikabe.tourism/
（鹿部町観光商工課フェイスブック）

8 （有）伊勢屋 ソフトドリンク1杯無料 八雲町本町197番地 八雲IC 0137-62-2733
ランチ11:00～14:00、
ディナー18:00～22:00（LO21:00）

毎週日曜日定休 http://www.yakumo-okanoeki.com/spot/detail.php?id=338

9 ハーベスター八雲 食事に限り10%割引 八雲町浜松365 八雲IC 0137-64-3113
11:00～18:00（LO　17:30）
※季節により変動あり

12月～2月の月曜日定休及び年末年始休有 http://harvester-yakumo.com/

10 ㊇ショップ（服部醸造(株)） さくら甘酒の炭酸割り一杯プレゼント（ノンアルコール・ノンシュガー） 八雲町東雲町27 八雲IC 0137-62-2108 10:00～17:00 不定休 http://www.maru-8.net/

11 (有)ミノリ商事 お買い上げ金額から10％割引 八雲町落部568-5 八雲IC 0137-67-3000 8:00～17:30（日曜　～17:00） 不定休 http://www.minorishouji.jp/

12 八雲町情報交流物産館「丘の駅」
2,000円以上のお買い物で、ホットコーヒー1杯プレゼント（申込確認メール１件提示に
つき１杯）

八雲町浜松368-8 八雲IC 0137-65-6100 10:00～18:00 毎週月曜日定休（月曜日が祝祭日の場合、翌平日） http://www.yakumo-okanoeki.com/

13 黒松内町 道の駅くろまつない レギュラーソフトクリーム　定価330円→280円 寿都郡黒松内町字白井川8-10 黒松内IC 0136-71-2222 9:00～18:00 http://www.kuromatsunai.com/toitvert2/

14 有珠山ロープウェイ
ロープウェイ乗車運賃割引
大人1,500円→1,350円　 小人750円→ 680円

壮瞥町字昭和新山184-5 伊達IC 0142-75-3113
夏期 8:15～18:45（下り最終）
冬季 9:00～16:00（下り最終）

※営業時間は季節変動があります。 http://wakasaresort.com

15 昭和新山熊牧場 入場料10％割引 有珠郡壮瞥町字昭和新山183 伊達IC 0142-75-2290
5月～10月 8:00～17:00
11月～4月 8:30～16:30 http://kumakuma.co.jp/

16 知里幸恵　銀のしずく記念館 入館料500円のところ450円 登別市登別本町2丁目34-7 登別東IC 0143-83-5666 9:30～16:30 休館日　火曜日、冬季（12月21日～2月末） http://www9.plala.or.jp/shirokanipe/

17 登別マリンパークニクス
入園料割引（おとな（中学生以上）2,450円→2,200円、こども（4才以上～小学生）
1,250円→1,150円）

登別市登別東町1-22 登別東IC 0143-83-3800 9:00～17:00（最終入園16:30） http://www.nixe.co.jp

18 登別伊達時代村
大人（中学生以上）2900円→2500円・小学生1500円→1300円
幼児（4歳以上～未就学児）600円→500円

登別市中登別町53-1 登別東IC 0143-83-3311
4月～10月：9:00～17:00、
11月～3月：9:00～16:00 http://www.edo-trip.jp

19 仙台藩白老元陣屋資料館 入館料割引（高校生以上300円→250円、小中生150円→120円） 白老郡白老町陣屋町681-4 白老IC 0144-85-2666 9:30～16:30 月曜休館（月曜祭日の場合は翌日休館） http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/bunya/jinya/

20 ファームレストランウエムラ 店内飲食に限りドリンク1杯サービス（4名様まで） 白老郡白老町字石山109-20 白老IC 0144-83-4929 11:00～18:00 年末年始休業 http://wagyu-oukoku.com/restaurant.html

21 白老牛の店いわさき シャーベットサービス 白老郡白老町字社台271-44 白老IC 0144-82-5093 11:00～20:00 定休日：月曜日

22 ベーカリーショップ　ななかまど チーズタルト　150円→120円（2割引き） 白老郡白老町大町2丁目2-17 白老IC 0144-82-6677 10:00～17:00 休業日　第一日曜日　祝祭日 http://nanakamado.shiraoi-kouyuukai.jp/

七飯町

八雲町

壮瞥町

登別市

白老町
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23 イコロの森 ガーデン入場料　おとな600円→500円　こども300円→200円 苫小牧市植苗565-1 苫小牧東IC 0144-52-1562
営業期間4/21～10/31
営業時間9:00～17:00

期間内無休 www.ikor-no-mori.com

24 苫小牧アルテン　ゆのみの湯 入浴料　大人600円→500円 苫小牧市字樽前421-4 苫小牧西IC 0144-61-4126 10:00～22:00（毎月第３水曜日） http://www.dp-flex.co.jp/arten/

25 いわみざわ公園バラ園 色彩館入場料無料　100円→0円 岩見沢市志文町794番地 岩見沢IC 0126-25-6111
開館時間　9:00～17:00
（夏場には時間延長有） http://www.iwamizawa-park.com/shikisaikan/

26 大地のテラス ランチバイキングをご注文いただいた方へソフトクリームサービス　300円→0円 岩見沢市栗沢町上幌2203 岩見沢IC 0126-33-2020

ランチ平日11:00～15:30（LO
14:00) 土日祝11:00～17:00
（LO 15:30)
※予約不可

http://michishitasanchi.com/

27 スパ・イン　メープルロッジ 【入浴料】800円→600円 岩見沢市毛陽町183番地 岩見沢IC 0126-46-2222
日帰り入浴時間　11:00～20:00
(受付19:00まで） http://www.maplelodge.or.jp/

28 三笠市 三笠市立博物館 入館料割引　一般450円→360円、小中学生150円→120円 三笠市幾春別錦町1-212-1 三笠IC 01267-6-7545 9:00～17:00（入館は16:30まで）
休館日：毎週月曜日。月曜が祝日の場合は翌火曜
日。ただし8月14日（月）は開館し、かわりに17日（木）
が臨時休館。

www.city.mikasa.hokkaido.jp/museum

29 歌志内市 かもい岳温泉
①宿泊者特典　宿泊代ご精算が現金精算のお客様は、宿泊代を300円引き致しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②日帰
り入浴特典　おひとり様　50円引き致します。　薬湯温泉です。予めご了承ください。

歌志内市歌神95番地10
奈井江砂川IC
砂川スマートIC

0125-42-2717 6:00～22:00

※宿泊予約は、各種インターネット・お電話にて賜りま
す。カード決済は適応外となります。予めご了承くださ
い。　　　　　　　　※かもい岳温泉は、天然温泉ではご
ざいません、薬湯温泉です。予めご了承ください。

http://kamoi-hotel.jp/

30 深川市 道の駅「ライスランドふかがわ」 「ふかがわ王国謎解き探偵団認定パスポート」プレゼント 深川市音江町字広里59番7 深川IC 0164-26-3636
夏期9:00～19:00(4/1～10/31)
冬期9:00～17:00（11/1～3/31) http://mypage.fukanavi.com/riceland/

31 名寄市 なよろ温泉サンピラー 入浴料　400円　→　300円 名寄市日進 士別剣淵IC 01654-2-2131
10:00～22:00
（21:00入館受付終了）

毎月第3月曜日は17：00～ http://www.nayoro.co.jp/sunpillar/

32 紋別市 北海道立オホーツク流氷科学センター 入館料割引750円→600円　450円→350円 紋別市元紋別11番地 旭川北IC 0158-23-5400
開館時間　9:00～17:00
（展示室入場は16:30）

休館日　月・祝日の翌日、12月28日～1月4日 http://giza-ryuhyo.com

33 滝上町 道の駅　香りの里たきのうえ 道の駅売店にて一点以上お買い上げでハーブティ―1杯サービス 紋別郡滝上町旭町 旭川北IC 0158-29-3300 9:00～17:00（9月30日は休業） http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/1016/

34 上川町 層雲峡黒岳の湯 入浴料　大人100円引き、子供50円引き 上川郡上川町層雲峡 旭川北IC 01658-5-3333 10:00～21:30（受付は21:00まで）

35 新得そばの館株式会社 お食事より10％引き 上川郡新得町基線102番地 十勝清水IC 0156-64-5888

9:00～19:00（レストラン11:00～
19:00）※4月～10月9:00～17:00
（レストラン11:00～17:00）※11月～
3月

http://shintokusoba.com/

36 サホロリゾート　ベアマウンテン
ベアマウンテン入場料　大人1,836円→1,620円　子供・シニア　1,080円→972円
ベアバス付入場料　　　大人2,916円→2,160円　子供・シニア　2,160円→1,512円
※子供4歳～小学生、シニア60歳以上（シニアの方は年齢の分かるものの提示が必要）

上川郡新得町狩勝高原
トマムIC

十勝清水IC
0156-64-7007 9:00(最終入場15：20)

定休日　　5・6・10月の毎週火曜日(5/2は除く)
営業期間　2017年4月29日～10月22日 http://www.bear-mt.jp

37 ゆめ広場　呼路歩来（芽室町観光物産協会） 店内でのお買い物15％割引（一部除外有） 河西郡芽室町本通2丁目10番地1 芽室IC 0155-66-6522
月～金　　　9:00～18:00
土・日・祝　10:00～17:00 http://www.memuro.info/

38 国民宿舎　新嵐山荘 パークゴルフセット（スティック、ボール、ティ）のレンタル無料 河西郡芽室町中美生2線42番地 芽室IC 0155-65-2121 （パークゴルフ）9:00～日没
※パークゴルフ場のオープンについては、ホームペー
ジやお電話でご確認ください。 http://www.shin-arashiyama.jp/

39 新ひだか町 八木菓子舗 羊羹お買い上げの方5％割引 日高郡新ひだか町三石本町35 日高門別IC 0146-33-2538 7:30～19:00 http://www.gansomitsuishiyokan.com/

40 紫竹ガーデン
入園すると1申込みにつきソフトクリーム1個プレゼント
又は入園者（同乗者を含む）に絵はがき3枚と花の種をセットでプレゼント

帯広市美栄町西4線107番地
帯広川西IC

幸福IC
0155-60-2377 8:00～18:00 4/15～11/30（期間中無休） http://shichikugarden.com/

41 帯広競馬場（ばんえい十勝） 入場料無料（お1人様限り） 帯広市西13条南9丁目 音更帯広IC 0155-34-0825
ばんえい競馬のレース開催日
（土・日・月曜）のみ利用可能

※詳しい日程はばんえいHPをご覧ください。 http://www.banei-keiba.or.jp/index.php

42 十勝ガーデンズホテル 税込宿泊料から１０％割引（電話予約及び現地決済に限る） 帯広市西2条南11丁目16 音更帯広IC 0155-26-5555 http://www.gardenshotel.jp/

43 道の駅さらべつ（レストランポテト） ソフトクリームwithスモモジャム　350円→300円 更別村字弘和464番地1 更別IC 0155-53-3663
道の駅さらべつ9:00～18:00
（レストランポテト9:30～17:00）

年末年始（12/31～1/5）休業 http://www.sarabetsu-pipopa.jp/

44 さらべつカントリーパーク（オートキャンプ場） 宿泊者に限り「どんぐりのむらポテトチップス」1袋プレゼント 更別村字弘和541番地62 更別IC 0155-52-5656 8:00～17:00（センターハウス） ※通年営業（ただし、冬期間一部閉鎖する施設あり） http://www.sarabetsu-pipopa.jp/

岩見沢市

新得町

芽室町

帯広市

更別村

苫小牧市
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45 ナウマン温泉ホテルアルコ236 入浴料　大人100円割引、小学生50円割引 中川郡幕別町忠類白銀町384番地１ 忠類IC 01558-8-3111 http://www.arco236.co.jp/

46 道の駅・忠類 ソフトクリーム50円引き 中川郡幕別町忠類白銀町384番地12 忠類IC 01558-8-3236 9:00～18:00 http://www.arco236.co.jp/area

47 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル オンドル（岩盤浴）200円→無料　※大人の方のみ 中川郡幕別町字依田384 音更帯広IC 0155-56-2121
「華の湯」営業時間　平日11:00～
23:00、休日・休前日10:00～24:00 http://www.route-inn.co.jp/gv/tokachi/

48 アトリエ秋桜窯「ティールーム コスモス」 アトリエ秋桜窯制作の各種陶器を20％割引 中川郡幕別町字千住397-92 音更帯広IC 0155-56-7030
営業：毎週 木～日曜日　9:00～
16:30

月～水曜休業

49 uraniwa cafe 単品ドリンクに限り100円引き 中川郡幕別町札内中央町528-32
芽室帯広IC
音更帯広IC

0155-66-9355 11:00～　L.O　21:00 http://uraniwa-cafe.com/

50 一糸 2,000円以上お買い上げで100円引き 中川郡幕別町札内中央町528-12 音更帯広IC 0155-66-7290 10:30～19:00 定休日　木曜日※変動有 https://www.facebook.com/一糸-119480841850511/

51 池田町 池田ワイン城 ソフトクリーム50円引 池田町清見83 池田IC 015-572-2286 (観光協会） 9:00～17:00 年末年始休業

52 ガーデンスパ十勝川温泉
スパ利用料　大人（13歳以上）1,500円→1,300円、
子供（4～12歳）600円→500円

河東郡音更町十勝川温泉北14丁目1 音更帯広IC 0155―46―2447

スパ営業時間　＜月・火・水・土・日＞　9:00～
21:00（最終受付20:00）
＜木＞　9:00～11:00（受付10:00迄）、13:45～
21:00（最終受付20:00）
＜金＞　9:00～17:30（最終受付16:30）

http://www.tokachigawa.jp

53 十勝エコロジーパーク

コーヒー１杯　100円→無料
ソフトクリーム１個　250円→200円
カートde公園めぐり　高校生以上600円→500円、中学生400円→300円、小学生以下200円→100円
レンタル自転車　１台１時間　200円→100円

河東郡音更町十勝川温泉南18丁目1番地 音更帯広IC 0155-32-6780 9:00～17：00 www.tokachi-ecopark.jp

54 道の駅おとふけ（中華バイキング桃花） ランチ・ディナーとも大人50円引、小人30円引 河東郡音更町木野大通西19丁目5番地 音更帯広IC 0155-30-2302
ランチ11:00～15:00（LO14:00）、
ディナー17:30～21:00（LO20:00）

月曜休、年末年始休（12/31～1/3） http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/825/

55 道の駅おとふけ（特産センター）
ソフトクリーム（200円以上）を50円引き
※販売期間中のみ（例年は10月初旬まで）

河東郡音更町木野大通西19丁目5番地 音更帯広IC 0155-31-8511
5月～9月9:30～18:30、
10月～4月9:30～17:30

5～9月無休、10～4月月曜休（祝日の場合は翌日
休）、年末年始休 http://www.otofukebk.com

56 道の駅「ステラ★ほんべつ」 ソフトクリーム（カップ、コーン、ワッフル各50円引き）※他の割引と併用不可 中川郡本別町北3丁目1番地１ 本別IC 0156-22-5819

5月～9月　9:00～19:00
10月～4月　9:00～18:00
レストランのみ11:00～14:00、
17:00～20:00

年末・年始休
レストランのみ毎週火曜休

57 本別町観光情報センター 商品5％オフ（一部除外品あり） 中川郡本別町共栄18番地1 本別IC 0156-22-4555
（ショップ）10:00～16:00不定休
（トイレ）２４時間無休

58 白糠町 道の駅　しらぬか恋問 鍛高ラムネ１０％割引 白糠郡白糠町コイトイ40-3 本別IC 01547-5-3317
9時～19時（5月～8月）
9時～18時30分（9月～4月）
無休　4月～10月

（定休日）11月～3月　毎週水曜日定休※祝日の場
合は翌日定休
12月31日～1月2日

http://koitoi.marimo.or.jp/

59 釧路市 阿寒観光汽船株式会社 乗船料10%割引 釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目5番20号 足寄IC 0154-67-2511 http://www.akankisen.com/

60 大空町 道の駅　メルヘンの丘めまんべつ ソフトクリーム 全種類５０円引き 網走郡大空町女満別昭和96番地1 足寄IC 0152-75-6160 9:00～18:00 http://www.marchen-hill.com/michinoeki.html

61 鶴居村 鶴居たんちょうプラザつるぼーの家 ソフトクリーム50円引き 阿寒郡鶴居村鶴居東1丁目1-3 本別IC 0154-64-5350
夏季（5月～10月）9:00～17:00
冬季（11月～4月）9:00～18:00

冬季のみ月曜定休 http://www.tsurubonoie.com

62 厚岸町
道の駅 厚岸グルメパーク　/　厚岸味覚ターミナル・
コンキリエ

館内でのお食事､お買い物金額から５％割引（但し、現金による精算に限ります。クレ
ジット、電子マネー決済は対象外となります。）

厚岸郡厚岸町住の江2丁目2番地 本別IC 0153-52-4139

≪営業時間≫
【本　館】AM 9:00～PM 9:00 （4月～10月）
【レストラン】AM11:00～PM 7:30（LO 7:00）
【炭焼あぶりや】AM11:00～PM ９:00（LO８:00）
【魚介市場】AM10:00～PM ８:00
【オイスターカフェ】AM 9:00～PM 5:00
【総合展示販売コーナー】AM 9:00～PM 7:00

≪定休日≫
・毎週月曜日（但し、祝日の場合は翌日）※7､8月は
定休日がありません
・年末年始（12/28～1/2）

http://www.conchiglie.net

音更町

本別町

幕別町


