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｢シーニックバイウェイ｣各ルートを巡る 

冬のドライブ観光を促進！！ 

～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第２弾～ 

 

 

 
 

 

○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参画されたことを契機に実施するものです。この春につづき第２弾の連携企

画として、高速道路と一般道路の双方を活用したドライブ観光を推進します。 

○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「北海道冬トクふりー

ぱす」の詳細については、ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社ＨＰ

（https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h31/1028/）をご参照ください。 

○「北海道冬トクふりーぱす」及び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につい

ては、１２月６日（金）から利用開始となります。 

 

 
【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３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  https://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】 

 

 

 

 

 

【北海道冬トクふりーぱすに関する問合せ先】 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社が１２月６日（金）から実施する高速道路の割引商品｢北海道冬トク

ふりーぱす｣の優待施設に「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が

掲載され、対象の観光施設の入場料割引など、さまざまな特典サービスを受けることができます。 

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    栗山 健作（内線 5353） 

建設部 道路計画課 道路調査専門官  長内 正宏（内線 5845） 

北海道開発局ホームページ https://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 



特典１ シーニックバイウェイ北海道の特典・サービス 
 

 

 

●特典は、「北海道冬トクふりーぱす」ご利用日に限ります。 

●「北海道冬トクふりーぱす」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利用される各施

設にご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

●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。 

 

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 円引き 
道の駅内 浜のかあさん食堂 お食事代
100 円引き 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

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 50 円引き 
（1 回の提示で１グループまで） 

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 

黒松内新道 
黒松内 IC 

日帰り入浴料金 50 円引き 
（1 回の提示で 1 グループまで） 

支笏洞爺ニセコル
ート 

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 

日帰り入浴料金 20％引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

支笏洞爺国立公園 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 

日帰り入浴料金 100 円引き 
（1 回の提示で 3 名様まで） 

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―（候補ルー
ト） 

後藤純男美術館 
住所：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 

三笠 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） 
B.レストランふらのグリル お食事の方
にコーヒーサービス 
（1 回の提示で 9 名様まで） 

大雪・富良野 
ルート 

よろーな Café&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 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

天塩川シーニック
バイウェイ 

てしお温泉 夕映 
住所：天塩郡天塩町字サラキシ５８０７番地 
電話：01632-2-3111 

豊富バイパス 
幌延 IC 

入浴料 １００円引き 
（1 回の提示で 5 名様まで） 

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 
（ポストカード、シールなど） 
※センター窓口にてお申し出ください 
（1 回の提示で 1 名様のみ） 

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
「LOCAL BEANS Collection」100
円引き（通常価格 500 円を 400 円に
て提供） 
（1 回の提示で１グループまで） 

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 
（1 回の提示で 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 1 個無料トッピング 
（1 回の提示で１グループまで） 

釧路湿原・阿寒・
摩周 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 

釧路外環状道路 
釧路別保 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１名様のみ） 

知床ねむろ・北太
平洋シーニックバ
イウェイ（候補ル
ート） 

別紙 


