2021気ままに北海道 ●●ご当地クーポン利用可能施設一覧表●●
●えらべるアイテムのご案内●
この度は、「気ままに得旅 北海道」をお申込みいただきまして誠に有難うございます。
利用施設詳細および注意事項をご一読の上、ご利用下さい。
キッズ添い寝代金でご参加のお子様が体験メニューご利用希望の際は、現地にて一般料金のお支払いが必要です。詳しくは各施設欄をご覧ください。

※ご注意※
・お１人様１メニューずつ下記よりお好きなものを選べますが、お子様のみの参加はなるべく控え保護者様と同伴でご参加願います。
・要予約プランは事前予約が必要です。一度予約されましたメニューを取り消す際は、必ず現地にキャンセルの旨をご連絡下さい。無連絡の場合、キャンセル料がかかる場合がございますのでご注意ください。
・ご旅行の際は、必ずお申込みいただきました「気ままに得旅 北海道」パンフレットをご持参ください。
・旅行期間中１回有効となります。未使用時の払戻や換金等はございませんので予めご了承ください。
※但し、屋外メニューで荒天時休業の場合のみ相当分を返金させていただきます。その際はお申し込みの販売店へ利用券をご持参下さい。尚、返金には所定の日数がかかる場合もありますので予めご了承下さい。

地区

体験メニュー

主催施設・実施場所

対象年齢

キッズ添い寝料金・注意事項

利用可能期間・営業時間

所要

予約

電話番号

利用券提出場所

0138-51-4785

1階タワーチケットカ
ウンター

五稜郭タワー
函館
（道南）

五稜郭タワー

展望料金

特になし
住所・・・北海道函館市五稜郭町43-9
交通・・・五稜郭タワー・トラピスチヌシャトル
バス「五稜郭タワー前」下車、徒歩30秒
駐車場・・・1時間まで200円、以後30分ごと
に100円

白い恋人36枚入

オリジナル缶

特になし
住所・・・北海道札幌市西区宮の沢2-2-11-36
交通.・・・地下鉄東西線「宮の沢駅」より徒歩約
7分
駐車場・・・無料（予約不可）

シンラ
知床
（道東）

住所・・・斜里郡斜里町ウトロ西187-8
交通・・・知床斜里駅からバスで約50分
女満別から車で約1時間50分
駐車場・・・無料

釧路
（道東）

◆臨時休業等で店舗にお越し頂けない場合でも
ご参加可能です。詳細は店舗に直接お問い合わせください。
（郵送に送料が別途かかります。）
・北海道内：770円
・東日本：1,100円
・西日本：1,650円

・ツアー当日、集合場所・時間に遅れた場合はツアーに参加で
小学生以上
きなくなることもございます
・野生動物との遭遇は100％お約束はできませんので、予め
ご了承ください

不要

10：00～17：00
約30分～

不要

011-666-1481

白い恋人パーク
フォトショップ・メメ
ント
（チュダーハウス）

約90分

7日前までに
要電話予約

0152-22-5522

現地担当ガイド

14：50～18：00
（2020年度出航時間目安）

約90分

出航前日の
18時までに
要電話予約

0154-41-7511

船乗場
「BAY LOUNGE」

設定期間：9月上旬～11月上旬頃まで
※ただし生育状況により期間変動あり
9：00～17：00
（最終入場16：30）

無制限

不要

0135-23-6251

受付

設定期間：7/1～10/31
※ただし生育状況により期間変動あり
9：00～17：00
（最終入場16：30）

無制限

不要

0135-23-6251

受付

(最終受付時間16：00）

SEA CRANE

サンセットクルーズ

特になし

♦出航時間：日没の1時間前
♦集合場所：船乗場「BAY LOUNGE」
♦集合時間：出航時間の15分前までに集合
※予約時に必ず出航時間をご確認下さい

【キッズ添い寝現地価格】
小学生 1,750円

ニトリ観光果樹園
秋の食べ放題＆もぎとり

実施時間
20：00～21：30

【キッズ添い寝現地価格】
3～11才：3,000円
2才以下：無料

住所・・釧路市大町1-1-11 ベイサイドビル1F
交通・・・釧路駅から徒歩約20分、車で約5分
駐車場・・・あり

小樽
（道央）

特になし

※ウトロ内での送迎あり、送迎希望の場合は予約時に連絡要

知床ナイトシアター

釧路観光クルーズ船

【4/21～10/20】8：00～19：00
【10/21～4/20】9：00～18：00

作製から約30分後、その場でお渡しいたします。

白い恋人パーク
札幌

【キッズ添い寝現地価格】
小学生450円、
3才～未就学児無料

特になし
住所・・・余市町登町1102-5
交通・・・JR余市駅より車で約5分
駐車場・・・無料

■内容■
プルーン/ぶどう/りんご/和なし/くるみ/栗
もぎとりと食べ放題
※生育状況により内容変更の場合がございます

【キッズ添い寝現地価格】
ニトリ観光果樹園
小樽
（道央）

果物食べ放題

特になし
住所・・・余市町登町1102-5
交通・・・JR余市駅より車で約5分
駐車場・・・無料

・1,000円分の利用券
※お釣りは出ません。差額発生時は現地にてお支払い

ニセコビュープラザ直売会
ニセコ
（道央）

旬野菜のお買物券

特になし
住所・・・虻田郡ニセコ町元町77番地10
交通・・・ニセコ駅から車で約7分
駐車場・・・周辺に駐車場なし

フェルム・ラ・テール美瑛
フェルム・ラ・テール美瑛
ランチセット
美瑛
（道北）

【KNT限定特典あり】
看板商品「大地のプリン ウ・オ・レ」
通常440円（税込）のところ
330円（税込）でご提供！
（現地にて別途お支払）

住所・・・上川郡美瑛町字大村村山
交通・・・美瑛駅より車で約8分
駐車場・・・無料
定休日・・・6月～10月 毎週(月) ※不定休有
11、3、5月 毎週(月)(火) ※GWは休まず営業

特になし

ニセコ特産物セット

特になし

特になし

不要

0136-44-3433

現地店舗
会計時のレジにて

特になし

不要

0166-74-4417

お店来店時

0136-43-2051

現地店舗
来店時

定休日：年末年始

10：00～18：00（物販）
11：00～15：00（LO14：30）
11：00～17：00（LO16：30）
※混雑状況によってはお待ち頂く場合
もございます。予約をご希望の場合
は、ご利用日前日の営業時間内までに
レストランへ直接ご連絡をお願いいた
します。

・ニセコフロマージュ
・高橋牧場 朝絞った新鮮な牛乳をたっぷりと使用した商品

9：00～18：00

特になし

不要

※内容変更の可能性あり
品切れの場合は同額相当の商品をご提供

・営業時間や天候により運航状況が変更になる場合がございま
す。事前予約は不要ですが、公式HPなどで最新情報をご確認
の上ご参加ください

函館山ロープウェイ
函館山ロープウェイ
往復乗車券

■内容
大地のスープ/お好きなお料理1品
（北海道産和牛入りシチューハンバーグまたは北海道産豚ほほ肉のビール
煮込･･･当日選択可）/パンの盛り合わせ（ジャージーミルクバター付）/
ドリンク（美瑛ジャージー牛乳、ブレンドコーヒー、和紅茶アッサム…当
日選択可）
※メニューは季節によって変更の可能性がございます

9：00～17：00

高橋牧場・ニセコフロマージュの詰め合わせセット

住所・・・虻田郡ニセコ町字元町77-10
交通・・・JRニセコ駅より車で5分
駐車場・・・あり

函館
（道南）

■野菜目安カレンダー
5月下旬～6月中旬（アスパラ）
7月（メロン、いちご、とまと、ミニとまと、ブロッコリー、
なす、きゅうり）
8月（メロン、とまと、ミニとまと、とうもろこし）
9・10月（じゃがいも、玉ねぎ、米）

【お子さまセットをご希望の場合】
1,100円現地払い
・内容
パン/本日のグラタン/美瑛産ポークの手ごねハンバーグステーキ/ソフト
クリームorアイスクリーム/ジャージー牛乳

株式会社 ニセコリゾート観光協会
（道の駅ニセコビュープラザ 情報プラザ棟）
ニセコ
（道央）

・さくらんぼ…6月下旬～8月上旬
小学生950円
・もも/ブルーベリー/プラム/プルーン…8月上旬～下旬
小学生950円
・秋まるごと食べ放題…8月下旬～11月上旬
小学生950円
※生育状況により内容変更の場合がございます

特になし
住所・・・函館市元町19-7
交通・・・JR函館駅より市電にて約10分
「十字街電停」下車徒歩約10分
駐車場・・・近隣に有料駐車珠あり

【キッズ添い寝現地価格】
小学生：700円（往復）
・0～2才は無料
・3才以上の未就学児はおとな1名につき2名から700円

【6/1～10/15】
10：00～22：00
【10/16～11/30】
10：00～21：00

特になし

不要

0138-23-6288

1階チケットカウン
ター

特になし

不要

0154-23-0600

現地販売店

特になし

要電話予約

0156-62-4121

現地店舗

不要

「佐々木」
050-5594-9586
「佐藤」
011-233-3007
「パーラーエノキ」
011-211-1031

現地店舗

0123-34-7800

ウェルカムセンター
（来場時）

0123-34-7800

ウェルカムセンター
（来場時）

定休日：定期点検日（9/20～11/7）

釧路フィッシャーマンズMOO
釧路
（道東）

海の幸 お買物券（1,000円相当）

特になし
住所・・・釧路市綿町2-4
交通・・・JR釧路駅より車で約5分
駐車場・・・90分無料

十勝亭
十勝
（道東）

牛とろフレーク140g
2カップ（送料込）

特になし
住所・・・上川郡清水町清水437-5
交通・・・道東自動車道十勝清水インターから
車で約5分
駐車場・・・無料

※釧路フィッシャーマンズMOO内
全ての店舗でご利用いただけます

※1日の販売在庫限定（5個）
※ご注文は営業日であればいつでもOK
※工場からご自宅へ直送のためお盆時期等は
お申込み頂いてから発送までお日にち要します。
（注文を受けてから発送まで1～2週間
長期休暇をはさむ場合は2～3週間）

ご利用可能店舗
「佐々木」「佐藤」「パーラーエノキ」
札幌
（道央）

しめパフェ（1,000円相当）

特になし
住所・・・「佐藤」札幌市中央区南2条西1-6-1 第3広和ビル
1F 「佐々木」札幌市中央区南2条西1-8-2 アスカビル B1F
「パーラーエノキ」札幌市中央区北二条東4 ファクトリー3条
館 2F
交通・・・「佐々木/佐藤」地下鉄大通駅から徒歩2分
「パーラーエノキ」地下鉄東西線バスセンター駅から徒歩約3
分

えこりん村
とんとんセット

【キッズ添い寝現地価格】
小学生以下：600円

えこりん村

設定期間:6/1～10/31
新千歳近郊

※お釣り不可、差額発生時は現地にてお支払い

【内容】
こな雪とんとん ポークカレー1人前
こな雪とんとん ジャーキー3袋
5種類から選べるソフトクリーム1つ
銀河庭園＆みどりの牧場 入園料

えこりん村
とまとの森セット

特になし
住所・・・恵庭市牧場277-4
交通・・・恵庭駅より快速エアポート利用
所要時間 23分
駐車場・・・あり

・万が一こな雪とんとんの畜産商品の一部が供給の関係で欠品
した場合は、代替として同価格帯の畜産商品をご用意します。
・悪天候により休園する場合があります

【キッズ添い寝現地価格】
小学生以下：600円

【内容】
大きなとまとの木のトマトジュース
とまとポテトチップス
とまとおせんじゃ
5種類から選べるソフトクリーム
銀河庭園＆みどりの牧場 入園料

特になし
住所・・・恵庭市牧場277-4
交通・・・恵庭駅より快速エアポート利用
所要時間 23分
駐車場・・・あり

定休日：年末年始

「佐々木」18：00～24：00
（金・土は26：00迄）
定休日：火曜（祝日の場合は翌水曜）
「佐藤」火～木18:00～24:00
金18:00～26：00
土13:00～26:00、日13:00～24:00
※不定休
「パーラーエノキ」
10:00～20:00（LO.19:30）

特になし

ウェルカムセンター（商品受け渡し）
9:30～17:00

特になし

不要

ソフトクリーム販売
10:00～16:00

銀河庭園&みどりの牧場
9:30～17:00（6/1～9/30）
9:30～16:00（10/1～10/31）

設定期間:6/1～10/31
新千歳近郊

8：00～16：00

銀河庭園&みどりの牧場
9:30～17:00（6/1～9/30）
9:30～16:00（10/1～10/31）

※送料は含まれません。お土産の郵送をご希望の場合は現地に
て別途お支払いください

えこりん村

10：00～19：00

・万が一こな雪とんとんの畜産商品の一部が供給の関係で欠品
した場合は、代替として同価格帯の畜産商品をご用意します。
・悪天候により休園する場合があります
※送料は含まれません。お土産の郵送をご希望の場合は現地に
て別途お支払いください

ウェルカムセンター（商品受け渡し）
9:30～17:00

特になし

不要

ソフトクリーム販売
10:00～16:00

2021年2月1日の情報を基に作成しております。急遽変更となる場合もございますので、ご利用前に直接現地にご確認ください。

1 ページ

