
 

             

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ７ 日 

                              

シーニックバイウェイ北海道のルートを巡るドライブ観光を促進！ 

～ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社と連携した取組～ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

○シーニックバイウェイ北海道の各ルートがおすすめする観光施設等の特典 

道内各地の道の駅、レストラン、温浴施設、美術館などのお得な特典サービスをご用意しております。 

詳細は別紙及び以下のＮＥＸＣＯ東日本ホームページをご参照願います。 

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/tokuten.html 

 

○対象期間 

令和５年４月４日（火）から、４月～１０月と１１月～３月で異なるエリア・価格の商品を販売。 

・Ａ期間：４月～１０月利用分（例：１０月２８日利用開始の場合は４日間までのプランが利用可能） 

・Ｂ期間：１１月～３月利用分（例：３月３０日利用開始の場合は２日間までのプランが利用可能） 

※１０月３１日及び３月３１日利用開始分は、日帰り利用のみ可能。（価格は２日間と同額） 

※繁忙期に利用停止期間を設定しています。令和５年度の利用停止期間は、４月２８日（金）～ 

５月８日（月）、８月１０日（木）～１６日（水）、１２月２６日（火）～令和６年１月４日（木） 

 

※１「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」については、以下のＮＥＸＣＯ東日本ホームページをご参照願います。

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/ 

※２ ドライブ観光におすすめな美しい景観を臨める「シーニックバイウェイ秀逸な道」や、「ビューポイント 

パーキング」については、以下のホームページをご参照ください。 

  （秀逸な道HP）https://roads.scenicbyway.jp/index.html 

  （ビューポイントパーキング HP）https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000rjrr.html 

 

【シーニックバイウェイ北海道に関する問合せ先】 

 

 

 

 
 

 

【HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱすに関する問合せ先】 

 

シーニックバイウェイ北海道推進協議会（事務局：北海道開発局）の構成員であるＮＥＸＣＯ 

東日本北海道支社が本日から販売する高速道路の定額ＥＴＣ割引プラン、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 

道トクふりーぱす」※１において、シーニックバイウェイ北海道の各ルートがおすすめする観光施

設入場料の割引など、様々な特典サービスをご用意いたしました。 

シーニックバイウェイ北海道の各ルートへ寄り道しながら、道内各地を巡るドライブ観光※２を

お楽しみください。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         建設部   道路計画課   道路調査官 松本 一城（内線5353） 

開発監理部 開発連携推進課 開発企画官 瀬能 博之（内線5433） 
北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

【お客さま窓口】 ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター Tel．0570-024-024 

又は、 Tel．03-5308-2424 



シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 
 

 

 

●営業日や営業時間等の詳細は、各施設ＨＰでご確認ください。 

●最寄 IC は、道トクふりーぱす区間のものです。施設までの経路は接続する各道路をご確認ください。 

 

優待施設 最寄ＩＣ 割引内容・特典内容 
シーニックバイ 
ウェイルート名 

湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館 
住所：千歳市幌美内７番地 
電話：0123-25-2341 

道央道 
千歳ＩＣ 

苫小牧中央 IC 

日帰り入浴料金を２０％引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

支笏洞爺ニセコ 
ルート 

休暇村支笏湖 
住所：千歳市支笏湖温泉 
電話：0123-25-2201 

道央道 
千歳ＩＣ 

苫小牧中央 IC 

日帰り入浴料金１００円引き 
（１回の提示で４名様まで） 

オーシャンデイズ 
住所：千歳市支笏湖温泉番外地 
電話：080-9325-6507 

道央道 
千歳ＩＣ 

苫小牧中央 IC 

オーシャンデイズで提供しているアクテ
ィビティから 10％割引（クリアカヤッ
ク・リバーシュノーケル・ファットバイ
ク）（ほかの割引との併用不可） 

千歳翼の杜オートキャンプ場（RV パーク） 
住所：千歳市流通３丁目４－１ 
電話：0123-24-8818 

道央道 
千歳ＩＣ 

オートキャンプサイト区画利用料 10％
引き 
（１区画６名様まで同一料金） 

北海道ワイン株式会社  
おたるワインギャラリー 
住所：小樽市朝里川温泉 1-130 
電話：0134-34-2187 

札樽道 
小樽 IC 

グラスワイン、もしくはジュース１杯プ
レゼント 
（１回の提示で本人のみ） 

ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 
住所：虻田郡ニセコ町字中央通３３番地 
電話：0136-44-1100 

後志道 
余市ＩＣ 
道央道 

黒松内 JCT 

日帰り入浴料金５０円引き 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

後藤純男美術館 
住所：北海道空知郡上富良野町東 4 線北 26 号 
電話：0167-45-6181  

道央道  
旭川鷹栖 IC 

道東道  
占冠 IC 

A.後藤純男美術館入館料 100 円引き(小
人は 50 円引き)（１回の提示で本人の
み） 
B.レストランふらのグリルお食事の方、
お会計より 5％割引（1 回の提示で 9 名
様まで） 

大雪・富良野 
ルート 

上富良野 深山峠アートパーク 
住所：空知郡上富良野町西 8 線北 33 号深山峠 
電話：0167-45-6667  

道央道 
旭川鷹栖 IC 

トリックアート美術館入館者にチーズタ
ルト(プレーン)プレゼント（１回の提示
で本人のみ） 

峠の湯びほろ 
住所：網走郡美幌町字都橋 40 番地 1 
電話：  0152-73-2121  

道央道 
比布 JCT 

道東道  
足寄 IC 

お食事をされた方にソフトドリンク 1 杯
サービス（ただし状況により特典内容を
変更する場合がございます。）（提示者の
み） 東オホーツクシー

ニックバイウェイ 
街の駅～マルカイチあおぞら市場 
住所：網走郡美幌町字栄町 1 丁目 8 番地 
電話： 0152-73-6600  

道央道 
比布 JCT 

道東道  
足寄 IC 

あげいもをお買い上げいただいたお客様
に粗品サービス（提示者のみ） 

サロベツ湿原センター 
住所：天塩郡豊富町上サロベツ８６６２ 
電話：0162-82-3232 

道央道  
士別剣淵 IC 

来場者記念品プレゼント（オリジナルポ
ストカード）（提示者のみ（センター窓
口にてお申し出ください）） 

宗谷シーニックバ
イウェイ 

コル・アカン 
住所：釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目２－２２ 
電話：0154-67-3366 

道東道 
足寄ＩＣ 

ジェラート１個無料トッピング（１回に
つき 1 名様まで） 
 

釧路湿原・阿寒・
摩周シーニックバ
イウェイ 

道の駅しかべ間歇泉公園 
住所：茅部郡鹿部町字鹿部１８番地１ 
電話：01372-7-5655 

道央道 
森 IC 

大沼公園ＩＣ 

道の駅内にて、税抜き 1,000 円以上お買
い上げの際に、100 円割引券を進呈 
（１回につき 1 名様まで） 
 

函館・大沼・噴火
湾ルート 

ルモンド菓子店 
住所：留萌市錦町 3 丁目 1-6 
電話：0164-42-2239 

深川留萌道 
深川西 IC 

商品 1 点以上購入で「みつばちラスク」
1 枚プレゼント 
※ルモンド道の駅店（道の駅るもい併設
の交流・遊戯施設「ちゃいるも」内）で
も本クーポンは使用可能です。ルモンド
道の駅店の営業時間は、10:00～
16:00 です。（１回につき 1 名様まで） 
 

萌える天北オロロ
ンルート 

別紙 



優待施設 最寄ＩＣ 割引内容・特典内容 
シーニックバイ 
ウェイルート名 

士幌高原ヌプカの里 
住所：河東郡士幌町字上音更 21 番地 173 
電話：01564-5-4274 

道東道 
十勝清水 IC 

音更帯広ＩＣ 

お会計時に 100 円引き 
（本人を含む４名様まで） 

十勝シーニックバ
イウェイ 十勝平
野・山麓ルート 

道の駅ピア２１しほろ内「カフェ寛一」  
住所：河東郡士幌町字士幌西２線１３４番地１ 
電話：01564-5-5111 

道東道 
音更帯広ＩＣ 

ドリンクご注文で 100 円引き（1 回の
提示で本人を含む４名様まで） 

ベア・マウンテン 
住所：上川郡新得町字新内西 6 線 158 番地 
電話：0156-64-7007 

道東道 
トマム IC 

十勝清水 IC 

 
入場料（通常料金）から 220 円引き
（1 グループ） 
 

十勝アウトドアメイツ 
住所：上川郡新得町字屈足基線 240 番地 
電話：0156-65-2411 

道東道 
十勝清水 IC 

体験料金 10％引き（1 回の提示で６名
様まで） 

道の駅ガーデンスパ十勝川温泉 
住所：河東郡音更町十勝川温泉北１４丁目１ 
電話：0155-46-2447 

道東道 
音更帯広ＩＣ 

スパ入場料割引  
大人１５００円→１３００円 
小人（４－１２才）６００円→５００円 
（1 回の提示で 4 名様まで） 

十勝シーニックバ
イウェイ トカプ
チ雄大空間 

十勝まきばの家 
住所：中川郡池田町清見 144-1 
電話：015-572-6000 

道東道 
池田 IC 

日帰りワイン樽サウナ利用 10％OFF  
（１回の提示で 3 人まで） 

とかち大平原交流センター 
住所：帯広市川西町 61-13 
電話：0155-53-4780 

道東道 
帯広 JCT 

音更帯広 IC 

十勝のお豆を使ったアクセサリー
「LOCAL BEANS Collection」をプレ
ゼント （1 回の提示で本人を含む 4 名
まで） 

十勝ヒルズ 
住所：幕別町字日新 13-5 
電話：0155-56-1111 

道東道 
音更帯広 IC 

入園料 300 円割引 
（１回の提示で２人まで）（対象期間：
R5.4.22～R5.10.15） 

エコバスセンターりくる 
住所：帯広市西 1 条南 12 丁目 帯広駅バスタ
ーミナル「おびくる」内 
電話：0155-23-5920 

道東道 
音更帯広 IC 

レンタサイクル クロスバイク 1 日(8
時間)無料（1 回の提示で本人を含む 4
名まで） 

にくや大空 
住所：帯広市大空町 12 丁目 1 番地 10 
電話：0155-67-0294 

道東道 
帯広 JCT 

音更帯広 IC 

ご来店 1 組様毎に、「上ミノ 1 人前」サ
ービス（1 回の提示で、お車 1 台につき
「上ミノ 1 人前」サービス。） 
 

真鍋庭園 
住所：帯広市稲田町東 2 線 6 番地 
電話：0155-48-2120 

道東道 
音更帯広 IC 

大人入園料金通常 1,000 円のところ
200 円引きの 800 円 （1 回の提示で
大人 1 人） 
 

大丸山森林公園サンタの家 
住所：広尾郡広尾町字広尾 689 番地 
電話：01558-2-3293 

道東道 
帯広 JCT 

音更帯広 IC 

広尾町イメージキャラクター、さーたち
ゃんのクリアファイル 1 枚進呈 （掲示
者のみ、1 枚進呈） 
 

十勝シーニックバ
イウェイ 南十勝
夢街道 

レストラン 矢野 
住所：松前郡松前町福山１２３ 
電話：0139－４2－２５２５ 

道央道 
大沼公園 IC 

お食事 1000 円以上で 100 円割引（１
回につき 1 名様まで）               

どうなん・追分シ
ーニックバイウェ
イルート 

きこないビュウ温泉のとや 
住所：上磯郡木古内町字大平 20-2 
電話：01392－2－4055 

道央道 
大沼公園 IC 

レストラン利用：5％引き 温泉利用：
50 円引き（１回につき 1 名様まで）               

居見世 茶蔵 sakura 
住所：松前郡松前町福山１４２ 
電話：0139－４６－７８００ 

道央道 
大沼公園 IC 

お食事 1000 円以上に 100 円割引（１
回につき 1 名様まで）               

ギフトショップ「Ｃｌｉｍ（クリム）」 
住所：名寄市東１条南７丁目１－１０ 
駅前交流プラザ「よろーな」１Ｆ 観光案内所 
電話：01654-9-6711 

道央道 
士別剣淵ＩＣ 

名寄産もち米使用「もち米玄米珈琲」ま
たは、カフェメニューからお好きなもの
を 1 名様につき 1 杯提供 

天塩川シーニック
バイウェイ 

地産地消センターロ・バザール パークカフェ
住所：釧路郡釧路町字別保原野南 24 線 78-6 
電話：0154－62－3001 

道東道  
本別 IC 

お食事の方にワンドリンクサービス 
（１回につき 1 名様まで） 

知床ねむろ北太平
洋シーニックバイ
ウェイ 

道の駅 厚岸グルメパーク 
住所：厚岸郡厚岸町住の江２丁目２番地 
電話：0153-52-4139 

道東道  
本別 IC 

１Ｆオイスターカフェ オイスター★モ
カ ５０円引き（1 回の提示でグループ
全員）  

明郷(あけさと）伊藤☆牧場 
住所：根室市明郷 101-21 
電話：0153-26-2798 

道東道  
本別 IC 

商品を購入の方に、根室フットパス・オ
リジナルポストカード１枚プレゼント 
（グループ内の商品を購入された方全
員） 



 

優待施設 最寄ＩＣ 割引内容・特典内容 
シーニックバイ 
ウェイルート名 

Boschetto（ボスケット） 
住所：根室市光洋町５丁目 94 番地 
電話：0153-27-1931 

道東道 
本別 IC 

コーヒーほか ソフトドリンク 50 円
引き（1 回の提示でグループ全員） 

知床ねむろ北太平
洋シーニックバイ
ウェイ 

UB Coffee 
住所：標津郡中標津町西８条南１１丁目１−９ 
電話：0153-74-8830 

道東道 
本別 IC 
足寄 IC 

・コーヒー 50 円引き 
・ソフトクリーム 50 円引き 
（いずれか）（1 回の提示でグループ全
員）  

霧多布湿原センター 
住所：厚岸郡浜中町四番沢 20 
電話：0153-65-2779 

道東道  
本別 IC 

2F きりたっぷカフェ ほっきカレー 
50 円引き（１回につき 5 名様まで）  

層雲峡・大雪山写真ミュージアム 
住所：上川郡上川町字層雲峡 

（旧層雲峡小学校跡） 
電話：01658-5-3415 

道央道 
比布 JCT 

入場料１００円引き（１グループ全員対
象）                

層雲峡・オホーツ
クシーニックバイ
ウェイ 

上川町ラーメン日本一の会 
お食事処さつき（火曜日定休） 

住所：上川町旭町 25 
電話：01658－2－4115 

お食事処あかし  
住所：上川町中央町 588 
電話：01658－2－1094 

あさひ食堂  
住所：上川町南町 135 
電話：01658－2－1738 

きよし食堂（月曜日定休） 
住所：上川町中央町 574 
電話：01658－2－1473 

二代目鉄人たかはし（水曜日定休） 
住所：上川町中央町 573 
電話：01658－7－7111 

道央道  
比布 JCT 

ラーメン 50 円引き 
（1 回の提示でグループ全員）               

大雪かみかわヌクモ 
住所：上川郡上川町東雲 139-5 
電話：01658－2－4000 

道央道  
比布 JCT 

ドリップコーヒー１００円引き 
（1 回の提示でグループ全員） 

大雪 森のガーデン 
住所：上川郡上川町字菊水 841-8 
電話：01658-2-4655 

道央道 
比布 JCT 

入園料金を 100 円引き ※大人（高校
生以上）800 円⇒700 円（1 回の提示
でグループ全員） 

Black Mountain Coffee by Columbia 
住所：上川町層雲峡温泉  

黒岳ロープウェイ駅舎３F 
電話：090-9438-1720 

道央道 
比布 JCT 

ドリンク１００円引き 
（1 回の提示でグループ全員）               

レストラン「メイプルリーフ」 
住所：空知郡南幌町栄町１−１−８ 
電話：011-378-5310 

道央道  
江別東 IC 

お食事の方に、食後のアイスクリームを
プレゼント 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

空知シーニックバ
イウェイ-体感未来
道- 

畑の中のレストランＥＫＡＲＡ 
住所：三笠市萱野１５８－１ 
電話：01267-2-5530 

道央道 
三笠ＩＣ 

お料理をご注文の方にソフトドリンク１
杯サービス 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

みついし昆布温泉 蔵三 
住所：日高郡新ひだか町三石鳧舞 162 
電話：0146-34-2300 

日高道 
沼ノ端西 IC 

大人日帰り入浴＋レンタルタオルセット
800 円（通常 950 円）（１回につき４
名様まで）  日高シーニックバ

イウェイ 新ひだか町町民保養施設 静内温泉 
住所：日高郡新ひだか町静内浦和 106 
電話：0146-44-2111 

日高道 
沼ノ端西 IC 

静内温泉オリジナル「さくさくキャンデ
ィ」お一人様１個プレゼント（1 回の提
示で本人を含む 2 名まで）  


