
 

                

平成３１年３月１４日 

 

 

｢シーニックバイウェイ｣の各ルートを巡るドライブ観光を促進！！ 

～ドラ割｢北海道観光ふりーぱす｣の特典に｢シーニックバイウェイ｣お勧め施設が仲間入り～ 

 

 

 
 

 

 

○今回の企画は、平成３０年１１月に、ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社がシーニックバイウェイ北海道推

進協議会の構成員として新たに参画したことを契機に実施するもので、高速道路と一般道路の双方を

活用したドライブ観光の促進により、観光振興、地域活性化に寄与することを目的としています。 

○シーニックバイウェイ北海道の各ルートがお勧めする施設及び特典内容については、別紙１をご参照

ください。 

○北海道内のすべての高速道路が定額で乗り降り自由となるＥＴＣ車限定ドラ割「北海道観光ふりーぱ

す」の詳細については、別紙２リーフレット及びＮＥＸＣＯ東日本北海道支社ＨＰ

（https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/）をご参照ください。 

○「北海道観光ふりーぱす」は、４月２日（火）から利用開始となりますが、シーニックバイウェイの

特典・サービスを含む各種サービスは、４月２６日（金）以降に｢北海道観光ふりーぱす｣を利用され

る方から適用されます。 

 
【シーニックバイウェイ北海道とは・・・】 

みちをきっかけに地域と行政等が連携し、『美しい景観づくり』『活力ある地域づくり』『魅力ある観光空間づくり』を目的に地

域ごとに特色のある様々な活動が進められ、全道で指定１３ルート・候補２ルートの約４００の団体が活動しています。 

 （シーニックバイウェイ北海道ＨＰ  http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html） 

 

【シーニックバイウェイ北海道に関する問合せ先】 

 

 

 

 

 

【北海道観光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とＮＥＸＣＯ東日本北海道支社との連携企画として、高速

道路の割引商品｢北海道観光ふりーぱす｣の特典に「シーニックバイウェイ北海道」の各ルートがお勧

めする立ち寄り施設での特典サービスが追加されます。 

ぜひ、「シーニックバイウェイ北海道」のルートへ寄り道しながら、全道各地へのドライブをお楽

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    池田 武司（内線 5353） 

建設部 道路計画課 道路調査専門官  上村 達也（内線 5845） 

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

【報道関係者専用】 ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社広報課 Tel．０１１－８９６－５２３８ 

【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．０３－５３３８－７５２４ 

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/0308/
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_kei/ud49g7000000n0ut.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/


シーニックバイウェイ北海道各ルートのおすすめ立ち寄り施設
別紙１

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

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
大沼公園IC

森IC

しかべ間歇泉公園 入園料100 円割引
道の駅内 浜のかあさん食堂 お食事代
100 円引き

函館・大沼・噴火湾ルート

えさし海の駅開陽丸
住所：檜山郡江差町姥神町1-10
電話：0139-52-5522

道央道
落部IC

開陽丸記念館の入館料10%（50円）
割引特典
※大人料金のみ

どうなん・追分シーニックバ
イウェイルート

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IC

日帰り入浴料金50 円引き

支笏洞爺ニセコルート

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

空知シーニックバイウェイ
（候補ルート）夕張市石炭博物館

住所：夕張市高松7
電話：0123-52-5500

道央道
岩見沢IC
道東道
夕張IC

大人料金1,080 円→860 円
※1 グループ4 名まで

トリックアート美術館
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

美術館入館料200 円割引
大雪・富良野ルート

よろーなCaf &SHOP
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」
１名様につき１杯提供 天塩川シーニックバイウェイ

道の駅 風Wとままえ
住所：苫前郡苫前町字苫前119番地1
電話：0164-64-2810

深川留萌道
留萌大和田IC

ソフトクリーム 50 円引き
萌える天北オロロンルート

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

豊富バイパス
豊富サロベツ

ＩＣ

来場者記念品プレゼント
（シールなど）
※プレゼントは、無くなり次第終了
※センター窓口でお問い合わせくださ
い

宗谷シーニックバイウェイ

とかち大平原交流センター
住所：帯広市川西町基線61番地13
電話：0155-29-4821

帯広広尾道
帯広川西IC

十勝のお豆を使ったアクセサリー
「LOCALBEANS Collection」100 
円引き（通常価格500 円を400 円に
て提供）

十勝シーニックバイウェイ
トカプチ雄大空間

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

真鍋庭園
住所：帯広市稲田町東2線6番地
電話：0155-48-2120

帯広広尾道
帯広川西IC

大人入園料200 円引き
（800 円→600 円）
※その他割引併用不可
※大人4 名様まで

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
阿寒IC
足寄IC

ジェラート トッピング 無料
釧路湿原・阿寒・摩周 シー
ニックバイウェイ

●特典は、4 月26 日(金)以降に「北海道観光ふりーぱす」をご利用さ
れる方から適用されます。

●「北海道観光ふりーぱす」申込完了メールのプリントアウト、または
申込完了メール受信画面をご提示いただき、特典をご利用の旨お申
し出下さい。

●営業日や営業時間等の詳細は、「北海道観光ふりーぱす」専用サイ
トまたは各施設ホームページでご確認ください。



いつでも使える!

連続する4～6日間、北海道の
高速道路がいつでも乗り降り自由！

ゆったりプラン

10,500円～4日間

最大
3日間

4～６
日間土・日・祝日等は！

連続する最大3日間、北海道の
高速道路が乗り降り自由！

週末プラン

7,900円
※料金は普通車でご利用の場合。※ご利用可能日や料金など詳しくは中面をご覧ください。※ETC無線通
信により走行する自動車に限ります。※高速道路ご利用前にインターネットによるお申し込みが必要です。

NEXCO東日本「北海道の四季フォトコンテスト」応募作品/美瑛町NEXCO東日本「北海道の四季フォトコンテスト」応募作品/美瑛町

高速道路が
乗り降り自由！！北

海道
のド
ライブを、おトクに楽しもう！

4月2日●火 ～11月5日●火 2019年

  

表面＿W396×H230リーフレットW396×H230

※プレゼント内容は変更になる場合がございます。 または

うれしいプレゼントや割引サービスがいっぱい！

ご利用特典

レンタカー会社の特典・サービス
特 典

6

E-NEXCO pass でご利用いただいた方には、
E-NEXCOポイントを50ポイントプレゼント！

さらに

貯めたポイントを全国の高速道路に使えるのはこのカード! 「E-NEXCO pass」 

CH ECK!

シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス
特 典

1
北海道の美しい景観を楽しんだり、地域の観光情報等を知ることができる「シーニックカ
フェ」やシーニックバイウェイ北海道各ルートの「おすすめ観光施設」に寄り道すると、さま
ざまな特典を受けることができます。

指定のSA・PAでコーヒー1杯50円引きサービス
特 典

7
有珠山SA・輪厚PA・岩見沢SA・砂川SA・金山PAの各上・下線売店にて、
ホットコーヒー・アイスコーヒー1杯分が50円引きになります。

対象のレンタカー会社のご利用で、割引やオリジナルグッズプレゼントなどの特典を
受けることができます。

遊覧船や離島航路フェリーの特典・サービス
特 典

5

※対象遊覧船・離島航路フェリーなど詳しくはホームページにてご確認ください。

※対象レンタカー会社など詳しくはホームページにてご確認ください。

対象の遊覧船や離島航路フェリーのご利用で、割引やオリジナルグッズプレゼント
などの特典を受けることができます。
運航状況等については、各遊覧船や離島航路のフェリー事業者にお問い合わせください。
なお、一部の航路は事前予約が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。

地域寄り道の特典・サービス
特 典

2
観光施設などに寄り道をするとさまざまな特典を受けることができます。

※対象施設など詳しくはホームページにてご確認ください。

※対象施設など詳しくはホームページにてご確認ください。

プリンスホテル特別宿泊プラン
特 典

3
北海道内のプリンスホテルに、「北海道観光ふりーぱす」
ご利用のお客さま限定特別宿泊プランでご宿泊できます。

札幌プリンスホテル/新富良野プリンスホテル/
釧路プリンスホテル/屈斜路プリンスホテル/函館大沼プリンスホテル

対象
ホテル

●「北海道観光ふりーぱす」のご利用日の宿泊に限ります。
●特別宿泊プランの詳細は、各プリンスホテルＨＰにてご確認ください。

特 典

4 三井アウトレットパーク 札幌北広島
千歳アウトレットモール・レラ
「お買物＆お食事券500円分」プレゼント
各施設内、1店舗で1度に定額以上お買い上げいただくと、同
施設で使える500円分のお買物＆お食事券のプレゼント。

すべての特典・サービスは、4月26日（金）からご利用いただけます。
※「北海道観光ふりーぱす」のご利用期間中の使用・宿泊に限りご利用いただけます。
※申込完了メールのプリントアウト、またはスマートフォン・携帯電話の申込完了メール受信画面を指定の施設で
　ご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。

シーニックバイウェイ北海道おすすめの商品とセットでプレゼント！

ビューティーBEAU TY

3 札幌市

シュクレは、道産てんさい糖から生ま
れた日本初の無添加シュガースクラ
ブ。乾燥肌、敏感肌、アトピー肌の方
にも安心してご使用いただけます。

アビサル・ジャパン

スイーツスキンケア
シュクレ マッサージ＆
パック（ラベンダー100g）

5名様

4 八雲町

健康と美容に効果抜群の麹と
もろみのセット。創業90年を超
える老舗味噌メーカーが地元
食材100％で造る自信作。

服部醸造

味噌屋の麹と
もろみセット
（各180ｇ×5種）

5名様

シーニックバイウェイオリジナルトートバック付プレゼント

1 中標津町 シレトコファクトリー
シレトコドーナツと
開陽台グッズセット 
（シレトコドーナツ人気ベスト5セット1個
・開陽台オリジナルマグカップ1個）

5名様

雪の下で貯蔵し、糖度が高くなっ
た倶知安産の野菜を原材料に、保
存料・着色料・科学調味料を一切
使用せず、ていねいに作りました。
（支笏湖ニセコルート）

シレトコドーナツの人気ベスト5の
味が楽しめるクマゴロン入りドー
ナツと、開陽台限定販売のオリジ
ナルのマグカップです。（釧路湿原・
阿寒・摩周シーニックバイウェイ）

5名様

2 倶知安町

雪の下育ちの
くっちゃんポテトスープ＆
にんじんスープ（180ｇ×各３袋）

6 遠軽町

遠軽町産の純粋菩提樹はちみつ
の潤いを閉じ込めた、リッチな泡立
ちの洗顔石けん。素肌にうるおいを
あたえ、キメとハリを整えます。

マイスター

ピュアハニー
ハニードロップ
ソープ（90ｇ）

5名様

5 和寒町

種を食べるかぼちゃの種。かぼちゃ
作付面積・収穫量ともに日本一の和
寒町から、亜鉛や鉄分がアーモンド
の約2倍のスーパーフードが誕生。

わっさむ
ペポナッツ＆
ペポナッツペースト（各100ｇ）

5名様

和寒シーズ

※詳しい特典の内容は、より充実した
　「            」内ホームページをご確認ください。

「北海道観光ふりーぱす」ご利用後、アンケートに
お答えいただき、ご希望のご当地商品を選んで
ご応募いただくと、抽選で100名様に当たります！！

20 中札内村

オールジャパンナチュラルチーズコン
テスト「優秀賞」受賞。十勝産生乳と
クリームを使用。上品な風味に加え、
優しい酸味となめらかさが特徴です。

十勝野フロマージュ

十勝野フロマージュの
クリームチーズ
（150gｘ3個）

5名様

17 札幌市

道産の厳選素材にこだわった、新
食感のレアクッキー。早起きフレッ
シュ・そよ風ホワイト・月夜のチョコ
レート・夕暮れキャラメル各4枚。

日曜日のクッキー。

日曜日のクッキー
original
（4種類）

5名様

19 旭川市

1931年創業のかりんとう一筋の
老舗。黒糖味からピリ辛味まで
人気のかりんとうを10種類13袋
詰め合わせ。

北かり

北海道
かりんとう詰合せ
（10種類13袋）

5名様

18 札幌市 みれい菓

札幌カタラーナ
セット
（2種類/各1個）

5名様

スイーツSW EETS

道産純生クリームを贅沢に使用。バニラ
ビーンズの風味と、焦がしカラメルが香ば
しい濃厚焼きプリンの札幌カタラーナ
に、リンゴと桃のカタラーナのセット。

あなたにぴったりのプレゼントをもらおう！

アンケートプレゼント
詳しくは をチェック！2019年4月2日（火）～7月21日（日）応募期間

◆第2弾は2019年7月23日（火）から応募スタート！ （11月10日（日）まで）

第1弾

デリカテッセンDELICATESSEN

サーモン
昆布重ね巻
（2本）

10 礼文町

手作り、無添加、骨まで柔らかく仕
上げた逸品。昆布とサーモンを重
ねてじっくり煮込みました。全国有
名百貨店での催事でも大人気。

レブニーズ

5名様

9 羽幌町

えびを知り尽くした羽幌のえび漁
師だからこそつくれる、極上の絶
品。えび本来の、はちきれる弾力と
いやみのない甘さが味わえる。

甘えびファクトリー
蝦名漁業部

酒蒸し甘えび・
ぼたんえび
詰合わせギフトBOX（2種類）

5名様

8 室蘭市

道産豚肉を使った餡を米粉や馬鈴
薯デンプンなど道産素材にこだわっ
た生地で包んだ新食感餃子。丸餃
子・タコ餃子・チーズ餃子。

室蘭製麺

5名様

7 札幌市

北海道洞爺湖サミットで
各国首脳に供出。ドイツ
農業協会国際品質競技
会で連続金賞受賞。

札幌バルナバフーズ

農家の
ベーコン
（300ｇ×2個）

5名様

どさんこもち・
プリ丸餃子三昧
セット（各20個入）

12 岩内町

岩内町の鮮魚店の
伝統的な家庭料理
「糠にしんのお茶
漬け」をレトルトに。

岩内鰊総合研究所

伝統の漁師めし・
岩内 鰊和次郎セット
（2人前入３個セット）

5名様

13 鹿部町

道産の新鮮なすけそうだらの卵を道
産のアカシア系蜂蜜と天然がごめ昆
布に漬け込み、てんさい糖を隠し味
に使い優しい味に仕上げました。

イリエ船橋商店

北海道鹿部産
海峡はちみつ明太子
がごめ昆布漬（300ｇ）

5名様

11 札幌市

紅い甘エビの旨味と風味を凝縮し
た渾身の「えびだしスープ」が人
気。えびみそ、えびしお、えびしょう
ゆのセット。

ムラキフードプランニング

えびそば一幻（いちげん）・
ラーメン食べ比べセット
（各２食入り）

5名様

ディナーDI N N ER

15 新得町 上田精肉店

エゾ鹿 
焼肉セット

大雪の自然で育ったエゾ鹿の肉。低
カロリーで、鉄分豊富な赤身肉は、
あっさりした味わいです。味付カル
ビ（500g）、バラジンギスカン（1㎏）。

5名様

16 網走市

2018年出荷量の伸び率全国トップ
の流氷ドラフト2本に、ABASHIRIプ
レミアムビール・監極の黒・知床ド
ラフト・桜桃の雫のセット。

網走ビール

5名様

網走ビール
６本詰合せセット

※飲酒運転は絶対にやめましょう。

14 豊富町

老舗旅館「川島旅館」が作る100%
道産素材のフレーバーバター。豊富
町で育った乳牛のミルクに、選りす
ぐりの海産物を練り込みました。

川島旅館

バターフィールドセット
プレミアム雲丹・鮭ぶし
（40ｇ/各1個）

5名様

※屈斜路プリンスホテルの営業開始は4月27日（土）を予定。

マルシェゆきだるま

oonishi-k22ab
テキスト ボックス
別紙２
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阿寒摩周国立公園

E61

E39
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陸別小利別

幌延

豊富北

女満別空港

E38

E44

旭川北

木古内駅

赤川

千歳アウトレットモール・レラ

余
市

小樽JCT

小
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谷

小
樽

三井アウトレットパーク 札幌北広島

旭川空港

稚内空港

利尻空港

北海道新幹線

227

275

納沙布岬

利尻礼文サロベツ国立公園

屈斜路プリンスホテル

新富良野プリンスホテル

釧路プリンスホテル

札幌プリンスホテル
三井アウトレットパーク 札幌北広島

函館大沼プリンスホテル

千歳アウトレットモール・レラ

札樽道

後志道

釧
路
別
保

太平洋フェリー

商船三井フェリー

新日本海フェリー

新日本海フェリー

シルバーフェリー

シルバーフェリー

津軽海峡フェリー

津軽海峡フェリー
青函フェリー

（函館ー青森）（函館ー青森）

（室蘭ー宮古）（室蘭ー宮古）

（函館ー大間）（函館ー大間）

※2019年3月現在の情報です。

丘珠空港

奥尻空港

（小樽ー舞鶴・新潟）
（小樽ー舞鶴・新潟）

然別湖遊覧船

洞爺湖汽船

支笏湖観光船

大沼遊船

水中展望船 ニューしゃこたん号

小樽運河クルーズ

小樽海上観光船

羽幌沿海フェリー

朱鞠内観光汽船

阿寒観光汽船

知床観光船おーろら

別海町観光船

NEXCO東日本
マナーアップキャラクター
「マナーティ」
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の日から最大3日間ご利用可能
の日から最大2日間ご利用可能
の日は当日のみご利用可能

カレンダーの下記指定色の
部分でご利用いただけます。

申込最終日…6日間ご利用の場合は10月31日（木）まで
5日間ご利用の場合は 11月1日（金）まで
4日間ご利用の場合は 11月2日（土）まで

※11月3日（日）・4日（月）・5日（火）は申込不可

2019年 4月2日●火  ～11月5日●火  の全日利用可能

から!お申し込みは

※一部のブラウザや携帯電話ではご利用いただけません。

スマホ 携  帯

ご利用特典情報も満載！  携帯からもお申し込みができます！

弊社WEBサイト「ドラぷら」からETCカード番号やご利用期間等をご登録いただいた後に高速道
路をETCで走行すると、「北海道観光ふりーぱす」が自動的に適用されます。（冊子やチケットを販
売しているものではございませんのでご注意ください。）※ＥＴＣ無線通信により走行する自動車に
限ります。 ※高速道路をご利用前までにお申し込みください。

①お名前   ②電話番号
③メールアドレス
④ETCカード番号と有効期限
⑤お住まいの都道府県

お申し込みに必要なもの

Q1申込内容のお知らせメールが届きません。
次のようなことが考えられるため、ご確認のうえ「ドラ割申込内
容の確認・変更・解約」画面からメールを再送してください。
・メールアドレスの入力誤り
・「迷惑メール」等の受信ボックスに送信されている
・（携帯電話などの）迷惑メール対策で受信できるメール
のドメインが制限されている（「driveplaza.com」のドメ
インを指定する必要があります）
・URL付きのメールが受信できる設定になっていない

A1

Q2 申込内容を確認したいがログインが
できません。
ログインができない原因の多くは、ETCカード番号か連絡
先電話番号の入力誤りによるものです。ETCカード番号
の誤りの場合は、正しい番号で再登録することでご利用
が可能となりますので、ご確認ください。再登録ができない
場合は、弊社お客さまセンターまでお問合せください。

A2

Q3「北海道観光ふりーぱす」の価格未満の
利用の場合、差額は返金されますか？
差額は返金されません。お申し込みのご利用期間に登録
したETCカードを北海道の高速道路でご利用された場
合、期間中のご利用額に関係なく「北海道観光ふりーぱ
す」の料金が請求されます。ご利用区間・時間帯によって
は通常のETC割引をご利用いただく方が割安になる場
合がありますので、十分ご検討のうえお申し込みください。

A3

レーンの料金表示器･ETC車載器・ETC
利用照会サービス･利用証明書に通常
の料金が表示されていましたが、割引に
なっているのですか？

Q4

通常の料金が表示されますが、クレジットカード会社等
からの請求時には、申込利用期間の通行全体に対し
て「北海道観光ふりーぱす」の料金となりますのでご安
心ください。

A4

QQ AA& よくある質問

週末プラン
ご利用可能日

ゆったり
プラン

土・日等の週末やゴールデンウィーク、お盆を含む
連続する最大3日間、北海道の高速道路が乗り降り自由！ 

週末プラン土・日・祝日等は！
最大3日間

対象期間中いつでも利用可能で、連続する4～6日間、
北海道の高速道路が乗り降り自由！

ゆったりプランいつでも使える!
4～６日間

7,900円普通車 6,300円軽自動車等

12,500円
普通車
6日間

10,000円
軽自動車等

11,500円
普通車
5日間

9,000円
軽自動車等

10,500円
普通車
4日間

8,000円
軽自動車等

30
23

中面＿W396×H230リーフレットW396×H230

「北海道観光
ふりーぱす」とは？
ETC車限定で、北海道の
高速道路が乗り降り
自由になる、大変お得な
割引商品です。

高速道路（有料）
自動車専用道路等（無料）
インターチェンジ
ハーフインターチェンジ
矢印方向への入口専用
矢印方向への出口専用

地図凡例

ご利用上の注意

※ETC無線通信により走行する自動車
に限ります。

●中型車・大型車・特大車はお申し込
みいただけません。

●ETCコーポレートカード（大口・多頻
度割引専用）ではお申し込みいただ
けません。

●障がい者割引とは併用できません。
●事務処理の関係上、クレジットカード
会社の締め日によっては、翌々月の
ご請求になる場合があります。

●レンタカーをご利用する場合はETC
カードをご持参ください。

とは？

※シーニックバイウェイルートのエリアやおすすめポイントの情報など、
　詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
　http://www.scenicbyway.jp/

シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、景観・シーン(Scene)の形容詞シーニック(Scenic)
と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Byway)を組み合わせた言葉です。みちをきっかけに地域
と行政が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づくり」を目
指す取り組みです。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域おすすめの絶景ポイントの整備や
情報発信など、それぞれの地域ごとに特徴ある活動を展開しています。現在、13の指定ルートと
2つの候補ルートがあり、約400団体が活動しています。ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社も、この取
り組みに参画しています。

「北海道観光ふりーぱす」を使って
 道内各地のスタンプをGET！
スタンプを集めると抽選で特産品など
北海道の魅力が当たるチャンス！

2019年4月25日●木 ～11月5日●火
参加は
こちら
から！

釧路市動物園

四季彩の丘メルヘンの丘女満別

金森赤レンガ倉庫

北海道

スタンプ
ラリー

スマホ


