
ENJOY
TOKACHI
TICKET

2019

十勝周遊觀光票券
十勝周遊観光チケット
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注意事項

可供使用之設施 利用可能施設

使いたいところをパンフレット
の中から選ぶ。

使いたいところへ行って、スタッ
フにチケットを渡す。 500円OFF、それ以上の割引な

ど、さまざま特典が受けられます。

從手冊中挑選您欲使用票
券的地方。

去到您欲使用票券的地方
後，將票券交給工作人員。

即可享受500日圓或500日
圓以上的折扣等各式各樣
的優惠特權。

STEP1 STEP2 STEP3

● 票根撕下即無效。  半券の切り離しは無効です。
● 不可與其他優惠併用。  他の割引との併用はできません。
● 票券僅在所記載的使用期限內有效。  上記期間に限り有効です。

注意事項注意事項注意事項注意事項

帶廣市
帯広市

音更町
音更町

新得町
新得町

鹿追町
鹿追町

上士幌町
上士幌町

5つの町の60施設以上で使える、十勝の周遊チケットです。
1枚500円の4枚綴り。１冊で2,000円分のチケットが付いています。

可在5個城鎮的60多個設施使用的十勝周遊票券。
每張500日圓，共4張。每冊均附價值2000日圓的票券。

!
チケットの使い方

エンジョイ十勝チケットとは?

什麼是享受
十勝票券？?

票券的
使用方法

最適合訪日外國人！

訪日外国人に！

價值2000日圓以上的

優惠周遊票券！

2,000円分以上お
得な周遊チケット

！

etc.

500 yen

OFF! 免費

體驗觀光
体験観光

溫泉
温泉

交通
交通

觀光景點
観光スポット

甜點・購物
スイーツ・お買い物

●每本票券僅供1人使用 。   1冊のチケットを複数人で利用することはできません。
●每個地方皆須使用１張票券。  １箇所につきチケットは１枚のご利用となります。 
●每人僅可領取１本票券。  チケットの受け取りはお一人様１冊限りとさせていただきます。 

發行：（公社）北海道觀光振興機構  ※獲「訪日外國人旅客周遊促進事業」之補助而印製。
発行：（公社）北海道観光振興機構  ※「訪日外国人旅行者周遊促進事業」の補助を受けて作成しています。



甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

甜點·購物
スイーツ&お買い物

每本共4張。可在4個地方享用十勝甜
點的票券。

有著知名商品蘭姆葡萄奶油夾心餅乾
及白巧克力的六花亭。位在帶廣站內，
地點十分便利。

100％使用十勝產小麥來製作商品。是
創業於1950年的老字號麵包店的帶廣
站店。備有多種限定商品供您選購。１冊４枚綴り。十勝のスイーツを4つの

店で食べて楽しめるチケットです。 マルセイバターサンドやホワイトチョ
コで有名な六花亭。帯広駅内の便利
な立地です。

十勝産小麦100％。創業1950年の老
舗パン屋の帯広駅店。限定商品も多く
ご用意。

十勝觀光情報中心 六花亭ESTA帶廣店 Train Train 滿壽屋（帶廣站）
①とかち観光情報センター
贈送甜點巡遊票券

9：00-18：00
TEL：0155-23-6403
公休:年末年初
休：年末年始
帶廣市西２條南12丁目 JR帶廣站
ESTA東館２樓
帯広市西２条南12丁目
JR帯広駅エスタ東館２F

8：30-19：00
TEL：0120-12-6666
公休:第3個週三
休：第３水曜日
帶廣市西２條南12丁目 
JR帶廣站ESTA西館
帯広市西2条南12丁目
JR帯広駅エスタ西館

8：30-19：00
TEL：0155-26-3296
公休:第3個週三
休：第３水曜日
帶廣市西２條南12丁目 
JR帶廣站ESTA西館
帯広市西2条南12丁目
JR帯広駅エスタ西館

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

甜點·購物
スイーツ&お買い物

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

甜點·購物
スイーツ&お買い物

甜點·購物
スイーツ&お買い物

③トラントランますや（帯広駅）

甜點·購物
スイーツ&お買い物

②六花亭エスタ帯広店

CREDIT CARDS
IC MONEY

郊外  郊外市區 市街地

車站周邊  駅周辺

車站內  駅中

市區  市街地

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

甜點·購物
スイーツ&お買い物

原料は新鮮＆良質な地元食材。

JR帶廣站ESTA東館2樓設有觀光諮詢處。
JR帯広駅エスタ東館２Fには観光
案内所があります。（9:00-18:00）

JR帶廣站
JR帯広駅 十勝·帶廣的甜點

十勝・帯広のスイーツ

十勝觀光情報中心
とかち観光情報センター

帶廣市 帯広市

スイーツめぐり券プレゼント
折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

有著知名商品蘭姆葡萄奶油夾心餅乾
及白巧克力的六花亭的總店。位在帶
廣市區。

有著知名商品三方六的十勝代表性糕
點店。大量使用精選原料來製作商品。

マルセイバターサンドやホワイトチョコ
で有名な六花亭の本店。帯広の街中に
あります。

三方六で有名な十勝を代表する菓子
店。十勝産の選りすぐりの原材料をふ
んだんに使用。

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

100％使用十勝產小麥來製作商品。
是創業於1950年的老字號麵包店。售
有各種古早味麵包。
十勝産小麦100％。創業1950年の老
舗パン屋です。昔懐かしいパンが揃い
ます。

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

售有豐富多樣十勝產的生鮮食品及糕
點。每日更換進貨的當地麵包也十分
受歡迎。
十勝産の生鮮品や菓子などが盛りだく
さん。日替わりで入荷する地元のパン
も人気。

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

有著知名商品蘭姆葡萄奶油夾心餅乾
及白巧克力的六花亭。外牆是用了10
萬個十勝產紅磚所砌成的。
マルセイバターサンドやホワイトチョコ
で有名な六花亭。外壁には十勝のレン
ガを10万個使用。

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

有著知名商品三方六的十勝代表性糕
點店。並設有餐廳可供您享用披薩、聖
代等美食。

使用嚴選十勝產食材製作糕點、麵包
的店家。起司蛋糕特別値得推薦給您。

三方六で有名な十勝を代表する菓子店。ピ
ザやパフェなどが楽しめる飲食店も併設。

十勝の食材にこだわったお菓子・ケー
キづくりのお店です。特にチーズケーキ
はおすすめ。

柳月TOSCACHINA 十勝toteppo工房
⑨柳月トスカチーナ店
折抵消費金額500日圓
※咖啡廳餐廳不可使用票券。

糕點店 9:30-20:00
菓子店舗 9：30-20：00
公休:1/1  休：1/1
咖啡廳餐廳 11：00-21：00（L.O.20：00）
カフェレストラン 11:00-21:00（L.O.20:00）
公休:週二、12/31、1/1
休：火曜日・12/31・1/1
TEL：0155-38-3966
帶廣市西18條南5丁目45-2
帯広市西18条南5丁目45-2

10：00-18：00
TEL：0155-21-0101
公休：無休
休：無休
帶廣市西6條南17丁目3-1
帯広市西6条南17丁目3-1

⑩十勝トテッポ工房

お買い物から500円OFF
※カフェレストランではチケットは使用できません。

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

當地名產剛出爐的大判燒（車輪餅）有
鹽味起司和古早味香甜紅豆兩種口味。

地元名物の焼きたて大判焼には、塩味
が効いたチーズと昔ながらの甘い小豆
餡があります。

高橋饅頭店

9：00-18：00
TEL：0155-23-1421
公休：週三
休：水曜日
帶廣市東1條南5丁目19
帯広市東1条南5丁目19

⑪高橋まんじゅう屋
大判燒（紅豆·起司）120日圓
折抵消費金額500日圓
大判焼（あん・チーズ）120円
お買い物から500円OFF

100％使用十勝產小麥來製作商品。
平時備有100種以上剛出爐的麵包
供您選購。庭園遼闊，可供您在青空
下享用美味麵包。
十勝産小麦100％。焼きたてのパンを常
時100種以上ご用意。広い庭があり、青
空のもと、パンを食べることもできます。

滿壽屋麵包 麥音

3月-１０月 6：55-20：00
11月-2月 6：55-19：00
TEL：0155-67-4659
公休：年末年初
休：年末年始
帶廣市稻田町南8線西16-43
帯広市稲田町南8線西16-43

⑫ますやパン 麦音
折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF

位在日高山脈下的廣闊牧場內設施。
優閒寧靜的所在是其一大魅力。
日高山脈のふもとに広がる牧場内の
施設。のどかなロケーションが魅力。

八千代牧場　牛鈴小屋

11：00-16：30
TEL：0155-60-2919
公休:年末年初、11/1-3/31 週一
（若週一適逢例假日則為隔天公休）
不定期公休（夏季）
休：年末年始、11/1～3/31 月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日休業）
不定休（夏季）
帶廣市八千代町西4線194
（八千代牧場內）
帯広市八千代町西4線194
（八千代牧場内）

⑬八千代牧場　カウベルハウス
兌換霜淇淋或折抵消費金額500日圓
ソフトクリームorお買い物から500円OFF

CREDIT CARDS
IC MONEY

甜點·購物
スイーツ&お買い物

④六花亭本店 ⑤柳月大通本店 ⑥ますや本店 ⑦とかちむら 産直市場 ⑧六花亭西三条店
六花亭總店 柳月大通總店 滿壽屋總店 十勝村產地直銷市場 六花亭西３條店

9：00-19：00
※因季節而有所變更
※季節により変動あり
TEL：0120-12-6666
公休:無休
休：無休
帶廣市西2條南9丁目6
帯広市西2条南9丁目6

8：30-19：30
TEL：0155-23-2101
公休:無休
休：無休
帶廣市大通南8丁目15
帯広市大通南8丁目15

週一-週六 8:00-18:00
週日 8:00-16:0
月-土曜日 8：00-18：00
日曜日 8：00-16：00
TEL：0155-23-4659
公休:年末年初
休：年末年始
帶廣市西1條南10丁目2-1
帯広市西1条南10丁目2-1

4/29- 10：00-19：00
11/1- 10：00-18：00
TEL：0155-66-6830
公休:年中無休
休：年中無休
帶廣市西13條南8丁目1 
帶廣賽馬場內
帯広市西13条南8丁目1
帯広競馬場敷地内

9：00-18：00
※因季節而有所變更
※季節により変動あり
TEL：0120-12-6666
公休:無休
休：無休
帶廣市西3條南1丁目1-1
帯広市西3条南1丁目1-1

JR帯広駅の屋根は日高山脈をイ
メージしています。

JR帶廣站的屋頂是仿造日高山脈而成。

帯広のスイーツは地産地消。スイー
ツのまちとして知られています。

帶廣有著地產地銷的甜點，是眾所皆
知的甜點之郷。

甜點·購物
スイーツ&お買い物

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

原料皆來自新鮮&優質的當地食材



含來回巴士車票及觀光景點入場券或入館
券、優惠券等的超值巴士套票。
往復のバス乗車券と観光地の入場券や入館
券、割引クーポンがついたお得なバスパック。
帶廣站巴士總站 5：40-21：00
帯広駅バスターミナル 5：40-21：00
TEL:0155-23-5171
十勝帶廣機場諮詢處 8：30-19：30
とかち帯広空港案内所 8：30-19：30
TEL:0155-64-4078
販售窗口:所有路線:帶廣站巴士總站
僅有起點終點皆為機場:十勝帶廣機場諮詢處

VISIT TOKACHI PASS
㉔ビジットトカチパス

十勝を観光で訪れた方限定の、お得な路線バス乗り放題パスです。
1日券、2日券の２種類を販売中。

販売窓口：帯広駅バスターミナル（十勝バス窓口・北海道拓殖バス窓口）
とかち帯広空港案内所（十勝バス窓口）
TEL 0155-37-6500

可供您在貼有下列貼紙的市內合作計
程車公司使用。

Traffic
交通
交通
交通

有折疊式自行車、城市自行車、電動自
行車、平把自行車等車種可供選擇。

至2019年11月4日止 9：00-18：00
（利用時間 9：30-17：30）
2019年11月4日まで9：00-18：00
(利用時間 9：30-17：30）
TEL 0155-23-5920
帶廣站巴士總站「Obikuru」內
環保巴士中心Rikuru
帯広駅バスターミナル おびくる内
エコバスセンターりくる

Traffic
交通
交通
交通

交通
交通

因車款而異1小時100日圓～300日圓
折抵租車費500日圓

折抵車費500日圓
タクシー運賃から500円OFF

車種により1時間100円～300円
レンタル料から500円OFF

販售窗口:帶廣站巴士總站（十勝巴士窗口·北海道拓殖巴士窗口）
十勝帶廣機場諮詢處（十勝巴士窗口）

※購買時請出示有現住址的身分證以及車票、機票等證明。
※購入時に現住所がわかる身分証明書とあわせて、
　乗車券や航空券等を確認させていただきます。

十勝當日來回路線巴士套票
㉕十勝バス日帰り路線バスパック
各種巴士套票500日圓起
折抵巴士套票500日圓
各種バスパック500円～
バスパック500円OFF

販売窓口：全路線/帯広駅バスターミナル
空港発着のみ／とかち帯広空港案内所

㉓レンタサイクルとかっちゃ㉒一部タクシー
部分計程車 出租自行車Tokaccha

下記ステッカーが貼ってある市内の提
携タクシー会社で利用できます。

おりたたみ自転車、シティサイクル、電
動自転車、クロスバイクなどあり。

僅限在貼有這貼紙的計程車使用
※このステッカーが貼ってある
  タクシー限定

僅提供因觀光而來訪十勝的遊客無限搭乘的路線巴士票券。
有1日券及2日券兩種。

1日券 1,500円→1,000円（子供750円→250円）
2日券 2,500円→2,000円（子供1,250円→750円）
パス料金500円OFF

1日券 1,500日圓→1,000日圓（兒童750日圓→250日圓）
2日券 2,500日圓→2,000日圓（兒童1,250日圓→750日圓）
折抵票券費500日圓

溫泉
温泉

CREDIT CARDS
IC MONEY

⑱紫竹ガーデン

觀光景點
観光スポット

Active
体験観光
溫泉
温泉

CREDIT CARDS

體驗觀光
体験観光

體驗觀光
体験観光

CREDIT CARDS

體驗觀光
体験観光

紫竹花園

體驗觀光
体験観光

觀光景點
観光スポット

由日本唯一的田地導遊帶領您在平時
無法入內的農場來趟農場野餐。
普段は入ることができない農場を日本で唯
一の畑ガイドが案内する農場ピクニック。

Itadakimasu公司
⑭いただきますカンパニー

8：00-9：30 / 14：30-16：00
（受理時間至前一天17:00止）
（受付は前日17：00まで）
TEL：0155-29-4821
舉行地點因旅程而異
開催場所はツアーにより異なる

農場ピクニック3,500円～
体験料から500円OFF（要予約）

農場野餐3,500日圓起
折抵體驗費500日圓（須預約）

旅程詳情請參見官方網站
ツアー詳細はHPで
itadakimasu-company.com

位在日高山脈十勝幌尻岳山腳下的汽
車露營場。可供您在大自然的懷抱中
恣意放鬆。
日高山脈・十勝幌尻岳の麓に位置するオート
キャンプ場。自然に囲まれリラックスできます。

Snow Peak雪諾必克十勝幌尻露營場
⑮スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールド

10：00-17：00
TEL：0155-60-2000
公休：週三
休：水曜日
帶廣市拓成町第2基線2-7
帯広市拓成町第2基線2-7

（例）オートサイト電源なし1,800円
サイト料500円OFF（要予約）

（例）汽車露營場 無電源1,800日圓
折抵露營場費500日圓（須預約）

沿帶廣川而下的夜間泛舟活動。聽著潺
潺河水聲與啾啾鳥鳴聲享受溯溪之樂。
帯広川で楽しむ夜の川下り。川のせせらぎ
や野鳥のさえずりを聞きながらクルーズを。

十勝夜間河川泛舟
⑯十勝ナイトリバークルージング

19：30-21：30
TEL：0155-66-4006（サムライプロデュース）
公休:年末年初·不定期公休
休：年末年始・不定休
集合地點:
帶廣市東15條南4丁目1-73 
Yell center十勝
集合場所：
帯広市東15条南4丁目1-73 エールセンター十勝

11月末までお一人様5,500円→5,000円
12月～お一人様7,000円→6,500円
体験料から500円OFF（要予約）

至11月末止每人5,500日圓→5,000日圓
12月起每人7,000日圓→6,500日圓
折抵體驗費500日圓（須預約）

美麗的花田約有2500種花卉在各個季
節盛開爭豔。※參觀庭園須付入園費。
季節ごとに約2500種の花が咲き誇るお
花畑。※庭園には入園料がかかります。

※大人入園費為800日圓。
※入園料大人800円がかかります。

8：00-18：00
TEL：0155-60-2377
公休：營業期間中（4月～11月）無休
休：期間中（4月～11月）無休
帶廣市美榮町西4線107
帯広市美栄町西4線107

通常798円の品
押し花コースター２枚

價値798日圓的
押花杯墊2片

⑲真鍋庭園
真鍋庭園

被大樹包圍的舒適愜意空間。秋天可
供欣賞絢麗的紅葉美景。
大きな木々に囲まれたくつろげる空間。
秋には美しい紅葉も楽しめます。

8:00-日落（請內洽）
8:00～日没まで(お問い合せください）
TEL：0155-48-2120
公休：12月～4月下旬
休：12月～4月下旬
帶廣市稻田町東2線6
帯広市稲田町東2線6

大人1人800円のところ
入園料無料

每位大人原須800日圓
免入園費

⑳プレミアホテル-CABIN-帯広・とかちの湯
CABIN帶廣飯店·十勝之湯

在帶廣市區享受天然Moor溫泉的樂
趣。在大浴場慢慢地舒緩旅行的疲勞。
帯広のまちなかで天然モール温泉が楽しめ
ます。大浴場で旅の疲れをゆっくり癒して。

14:00-21:00
TEL：0155-66-4205
（飯店電話）（ホテルTEL）
TEL：0155-24-8532
（十勝之湯直通電話）（とかちの湯直通TEL）
公休:無休 休：無休
帶廣市西1條南11丁目
帯広市西1条南11丁目

通常大人850円→350円
日帰り入浴500円OFF

通常大人須付850日圓→350日圓
折抵當日來回入浴費500日圓 

㉑十勝ガーデンズホテル
十勝花園飯店

提供當日來回入浴Moor溫泉。備有齊
全的浴巾及衛浴用品。
モール温泉の日帰り入浴ができます。バ
スタオルやアメニティも完備。

14:00-22:00
TEL：0155-26-5555
公休:無休
休：無休
帶廣市西2條南11丁目16
帯広市西2条南11丁目16

通常大人860円→360円
日帰り入浴500円OFF

通常大人須付860日圓→360日圓
折抵當日來回入浴費500日圓

馬車BAR 
⑰馬車BAR

18：00 / 19：00 / 20：00
※最晚出發時間前15分鐘集合
※出発の15分前までに集合
TEL0155-20-2600
（HOTEL&CAFE NUPKA「ヌプカ」）
週一、週二、週五、週六
月曜日・火曜日・金曜日・土曜日
帶廣市西2條南10丁目20-3
帯広市西2条南10丁目20-3

お一人様3,240円→2,740円
体験料から500円OFF（要予約）
※空きがあれば当日可

每人3,240日圓→2,740日圓
折抵體驗費500日圓（須預約）
※若有缺額當日亦接受報名

請於網路上預約
予約はオンラインで
https://bashabar.com

乘坐輓曳馬所拉的馬車巡遊帶廣夜晚
的街道。（含1杯飲料、下酒菜）
帯広の夜のまちをばん馬が引く馬車で
めぐります。（1ドリンクおつまみ付き）

全世界唯一的輓曳賽馬
世界で唯一のばんえい競馬

帶廣市西13條南9丁目（帶廣賽馬場）
帯広市西13条南9丁目（帯広競馬場）
電話 0155-34-0825
（輓曳十勝 宣傳）（ばんえい十勝 広報）

可使用票券折抵超値巴士套票費！
お得なバスパックにもチケットが使えます！

輓曳十勝·十勝村巴士套票
ばんえい十勝・とかちむらバスパック

大人500日圓→0日圓（折抵500日圓）
大人500円→0円（500円OFF）

※在帶廣站巴士總站販售 
※帯広駅バスターミナルで販売

在市區享受溫泉的樂趣 
市内で温泉が楽しめる

可使用票券折抵超値巴士套票費！
お得なバスパックにもチケットが使えます！

帶廣遊湯巴士套票
おびひろ遊湯バスパック

大人500日圓→0日圓（折抵500日圓）
大人500円→0円（500円OFF）
※在帶廣站巴士總站販售
※含帶廣站來回巴士車票、澡堂入浴券。
※帯広駅バスターミナルで販売
※帯広駅からの往復バス券＋銭湯入浴券付き



音更町 音更町

十勝川温泉街

十勝川溫泉街

音更町内

音更町內

9:00-18:00
TEL：0155-32-6116
公休:無休　休：無休
音更町十勝川溫泉南12丁目1-12
音更町十勝川温泉南12丁目1-12

可穿著泳衣闔家一同享樂的Moor褐碳溫泉。
大人入場費含免費出借浴巾及泡湯浴衣。
水着を着て家族で楽しむモール温泉。入場料
にバスタオル・湯あみ着のレンタル付き。
週一-週四9:00-19:00（受理時間至18:00止）
週五-週日・例假日9:00-21:00（受理時間至20:00止）
月曜-木曜9:00-19：00（受付は18：00まで）
金曜-日曜・祝日9：00-21：00（受付は20：00まで）
TEL：0155-46-2447
公休:第２個週二
11月·12月的第3個週二也是公休日
休：第2火曜日 11月・12月は第3火曜日も休み
音更町十勝川溫泉北14丁目1
音更町十勝川温泉北14丁目1

溫泉
温泉

流放著源泉的Moor褐碳溫泉。設有
露天浴池及大浴場、美容美體浴池浴
場等2個浴場。

露天浴池位在十勝川溫泉首屈一指
的位置，可眺望飯店引以為豪的優美
景觀。

溫泉
温泉

大浴場可供您享受2種Moor褐碳溫
泉。單獨一間的家庭浴池則可供想獨
自悠閒泡湯的旅客使用。
大浴場は2種類のモール泉を楽しめ
ます。個室家族風呂は一人や家族での
んびり入浴したい方に。

34丸美ケ丘温泉ホテル

10:00-23:00
TEL：0155-31-6161
公休:無休
休：無休
音更町寶来町本通6丁目2
音更町宝来本通6丁目2

出租自行車優惠中。租車時請出示身
分證或護照。
自転車レンタルサービスを実施中。借
りる際は身分証明書かパスポートを
提示ください。
9:00-18:00（出租時間至17:30止） 
（貸出は17:30まで）
TEL：0155-32-6633
（音更町十勝川溫泉觀光協會）
（音更町十勝川温泉観光協会）
公休:無休
休：無休
音更町十勝川溫泉南12丁目1
音更町十勝川温泉南12丁目1

交通
交通

被選定為北海道遺產的Moor褐碳溫
泉笹井源流。是備受人們喜愛的美人
之湯。

執著於道產優質食材的糕點廠商柳
月的工廠。備有參觀路線、咖啡廳區
等供您利用。
道産の良質な素材にこだわったお菓子メーカー
柳月の工場。見学コース、喫茶コーナーなどがある。

33柳月スイートピア・ガーデン店

折抵消費金額·咖啡廳費用500日圓

夏季 9:00-18:00（咖啡廳至17:00止）
冬季 9:00-17:00（咖啡廳至16:30止）
夏季 9:00-18：00（喫茶17:00まで）
冬季 9：00-17：00（喫茶16:30まで）
TEL：0155-32-3366
公休:無休（咖啡廳1/1公休）
休：無休（喫茶は1/1休み）
音更町下音更北9線西18-2
音更町下音更北9線西１８-２

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

CREDIT CARDS
IC MONEY

可在備受歡迎的2個露天浴池（展望、
庭園）享受北海道遺產Moor褐碳溫
泉之樂。

十勝川溫泉第一飯店 大平原飯店 觀月苑 笹井飯店
CREDIT CARDS

（例）十勝川自然之旅
每人5,500日圓→4,900日圓
折抵體驗費500日圓（須預約） （例）マウンテンバイク4時間700円

レンタサイクル500円OFF

大人1,500日圓→1,000日圓
兒童600日圓→100日圓
折抵SPA入場費500日圓
大人1,500円→1,000円
子供600円→100円
スパ入場料から500円OFF

大人1,000円→500円
日帰り入浴料500円OFF

大人1,000円→500円
日帰り入浴料500円OFF

大人1,000円→500円
日帰り入浴料500円OFF

（例）大人440日圓
家族浴池　2人1,200日圓
折抵入浴費等費用500日圓
（例）入浴料 大人440円、
家族風呂 2名1,200円
入浴料等500円OFF

十勝川温泉周辺はもちろん、十勝
の観光パンフが揃います。

備有多種十勝川溫泉附近及十勝地
區的觀光手冊供您索取。

GARDEN SPA十勝川溫泉裡面、Hanakku
前面、觀光導覽中心後面，皆有可供輕
鬆享受Moor褐碳溫泉的足湯。
モール温泉を気軽に楽しめる足湯は、
ガーデンスパ十勝川温泉内、ハナック
前、観光ガイドセンター裏に。

十勝川温泉観光ガイドセンター

Moor褐碳溫泉 足湯

什麼是十勝川溫泉「Moor褐碳溫泉」
十勝川温泉「モール温泉」とは

數百萬年前，十勝平原上堆積的泥炭變為褐碳，溫泉通過含有
褐碳的地層湧出，便是琥珀色的「Moor褐碳溫泉」。腐植被物質
溶入鹼性溫泉，變成觸感滑溜的溫和溫泉（美女之湯）。

数百万年前、十勝平野に
堆積していた泥炭が変化
したものが亜炭で、亜炭を
含む地層を通してわきでる
温泉が、琥珀色の「モール
温泉」です。腐植物質がア
ルカリ性の温泉に溶け出し
て、つるつる感のあるマイ
ルドなお湯（美人の湯）を
作り出します。

溫泉
温泉

體驗觀光
体験観光

十勝自然中心GARDEN SPA十勝川溫泉（SPA KOHAKU） 十勝川溫泉Burachari

有沿十勝川而下的泛舟及熱氣球、越
野自行車等豐富多樣的戶外活動。
十勝川の川下りや熱気球、マウンテン
バイクなどさまざまなアクティビティ
プランがあります。

可使用票券折抵
超值巴士套票費！
お得なバスパックにも
チケットが使えます！

大人1,200日圓→700日圓（折抵500日圓）
大人1,200円→700円（500円OFF）

※另有附毛巾巴士套票。
※この他、タオルつきバスパックなどもあります。

（例）十勝川ネイチャーツアー
お一人5,500円→4,900円
体験料から500円OFF（要予約）

（例）越野自行車4小時700日圓 
折抵自行車租車費500日圓

大人1,500円→1,000円
日帰り入浴料500円OFF

歡享溫泉和公園的樂趣！
温泉と公園を楽しむ！

柳月Sweetpia Garden 丸美之丘溫泉飯店

十勝川溫泉觀光導覽中心

モール温泉 足湯

溫泉
温泉

溫泉
温泉

溫泉
温泉

旅程詳情請參見官方網站
プラン詳細はHPで
nature-tokachi.co.jp

㉗十勝ネイチャーセンター㉖ガーデンスパ十勝川温泉（スパ コハク）

㉚ホテル大平原 32笹井ホテル㉛観月苑㉙十勝川温泉第一ホテル
大人1,000日圓→500日圓
折抵當日來回入浴費500日圓 

大人1,000日圓→500日圓
折抵當日來回入浴費500日圓 

大人1,000日圓→500日圓
折抵當日來回入浴費500日圓

大人1,500日圓→1,000日圓
折抵當日來回入浴費500日圓 

源泉かけ流しのモール温泉。露天風
呂、大浴場とエステバス浴場の２つの
浴場があります。

北海道遺産に選定されたモール温泉
の笹井源泉。美人の湯として人気。

十勝川温泉で随一のロケーションを
誇る露天風呂からの眺めが自慢です。

北海道遺産のモール温泉を人気の２つ
の露天風呂（展望・庭園）で楽しめます。

當日來回入浴 平日15:00-21:00
（受付時間至20:00止）
週六、周日、例假日 13:00-21:00
 （受理時間至20:00止）
日帰り入浴 平日15：00-21：00
（受付は20:00まで）
土曜・日曜・祝日 13：00-21：00
（受付は20:00まで）
TEL：0155-46-2121
公休：無休  休：無休
音更町十勝川溫泉南15丁目1
音更町十勝川温泉南15丁目1

13:00-21:00（受理時間至20:00止）
（受付は20:00まで）
TEL：0155-46-2211
公休:10/17·11/28
休：10/17・11/28
音更町十勝川溫泉北15丁目1
音更町十勝川温泉北15丁目1

13:00-20:00
TEL：0155-46-2001
公休:無休
休：無休
音更町十勝川溫泉南14丁目2
音更町十勝川温泉南14丁目2

當日來回入浴 13:00-21:00 
（受付時間至21:00止）
日帰り入浴 13:00-21:00
（受付は21:00まで）
TEL：0155-46-2231
公休:無休　休：無休
※人多擁擠時可能會限制入場
※混雑時、入場制限有り
音更町十勝川溫泉南12丁目
音更町十勝川温泉南12丁目

十勝川溫泉·環保公園巴士套票
十勝川温泉・エコロジーパーク

バスパック

被選定為北海道遺產！
美人之湯Moor褐碳溫泉

北海道遺産に選定！美人の湯 モール温泉

㉘十勝川温泉ぶらちゃり

※在帶廣站巴士總站販售 
※帯広駅バスターミナルで販売

お買い物・喫茶500円OFF



新得町 新得町

新得駅周辺

新得站周邊

新得地區 屈足地區

新得エリア 屈足エリア

小型轎車、多功能休旅車等所有車
款皆備有汽車導航及ETC。車站內櫃
檯可受理租借。

售有豐富多樣禮品的新得町的直銷
商店。位在新得站內，地點十分便利。 

天晴時可將日高山脈景致盡收眼底。
被牧草和樹林所圍繞的咖啡廳。

可供您半天內體驗十勝川泛舟及湖上獨木
舟等兩種活動，是TAC才有的限定旅程。

可供您在盡情享受十勝川上游享受泛舟、
獨木舟、垂釣體驗等戶外活動的樂趣。

在蕎麥之鄉新得才可品嘗得到的
「蕎麥漂浮可可亞」，值得推薦給您。
亦有蛋糕套餐可供您享用。 

免費提供當日來回入浴＋
附擦臉用毛巾

11月止12:00～22:30 
12月起15:00～22:00 
11月まで12:00-22:30
12月より15：00-22:00
TEL：0156-65-2141
公休:11/6、11/7、11/8
休：11/6・7・8
新得町字屈足808
新得町字屈足808

溫泉
温泉

SAHORO度假村 熊山 新得蕎麥之館 溫泉飯店 Kuttari溫泉 LAKE INN

（例）入場券大人1836日圓→1336日圓
折抵入場券等費用500日圓

2019年10月20日止 
2019年10月20日まで
9:00～16:00（入場時間至15:20止）
9:00-16:00（入場は15:20まで）
TEL：0156-64-7007
公休:10月1·8·15日
休：10/1・8・15
新得町狩勝高原
新得町狩勝高原

觀光景點
観光スポット

CREDIT CARDS

折抵消費金額500日圓

9月、10月 9:00～19:00
11月、12月 9:00～17:00
TEL：0156-64-5888
公休:無休
休：無休
新得町基線102
新得町基線102

CREDIT CARDS

国内トップの品質と評価される
そばの名産地。冷涼な気候が風
味豊かなそばを育てます。

新得蕎麥麵
新得そば

新得町被東大雪群山及日高山脈所環繞，擁有豐饒的自然環境，優美
遼闊的景觀更是北海道首屈一指。這裡還有多彩多姿戶外活動及休
閒活動，可供您親身感受大自然美景。

東大雪の山 と々日高山脈に抱かれた新得町は、豊かな自然に囲ま
れており、北海道でも屈指の優美な光景が広がっています。自然を
肌で感じられるアクティビティやレジャーも豊富です。

北海道首屈一指的大自然美景
北海道屈指の美しき大自然

新得町のアンテナショップとしてお土
産を多数揃えています。新得駅舎内に
あり便利。

新得町本通北1丁目53 新得站內 
新得町本通北1丁目53
新得駅舎内

8:20-18:20
TEL：0156-64-5324
公休:無休
休：無休

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

晴れた日には日高山脈が一望できます。
牧草と林に囲まれたカフェです。

41小さな森のレストラン ポパイ
折抵蛋糕或鬆餅等
消費金額500日圓

11：00-17：00
TEL：080-5592-6798
公休:週一
如遇例假日則為隔天週二公休
休：月曜日 
※祝日の場合は翌火曜日休み
新得町字上佐幌基線121-1
新得町字上佐幌基線121-1

甜點·購物
スイーツ&お買い物

そばのまち新得ならではの「そばココ
アフロート」がおすすめ。ケーキセット
もあり。

10：00-20：00
TEL:0156-64-6463
公休:週三
休：水曜日
新得町本通南1丁目17-5 
新得町本通南1丁目17-5

甜點·購物
スイーツ&お買い物

コンパクトカーやミニバンなど、全車種
ナビ＆ ETCを装備。駅舎内のカウン
ターで受付。

普通車輛 5,940日圓起（最晚須在2天前預約） 
折抵租車費500日圓

9:00-17:00
TEL：0156-64-0522
新得町觀光協會
新得町観光協会
公休:無休 休：無休
受理地點:新得STELLA STATION
新得町本通北1丁目53
受付場所：新得ステラステーション
新得町本通北1丁目53

交通
交通

CREDIT CARDS

十勝川上流部でラフティング・カヌー・釣り
体験などアウトドアアクティビティを満喫。

43十勝アウトドアメイツ(TOM)
（例）短時間泛舟活動 
每人4,400日圓→3,900日圓
折抵體驗費500日圓（須預約）

體驗觀光
体験観光

8:00-19:00
TEL：0156-65-2411
公休:至10/31止無休
休：10/31まで無休
新得町字屈足基線240
新得町字屈足基線240

十勝川ラフティングと湖のカヌーが半日で
両方体験できるTACだけの限定ツアー。

42TACとかちアドベンチャークラブ
泛舟＆獨木舟
大人每人 5,400日圓→4,900日圓
折抵體驗費500日圓（須預約）

8:00-18:00
TEL：0156-65-2727
新得町屈足539-21
新得町屈足539-21

體驗觀光
体験観光

旅程詳情請參見官方網站
プラン詳細はHPで 
tac-go-go.com 旅程詳情請參見官方網站

ツアー詳細はHPで 
www11.plala.or.jp/tom555

甜點·購物
スイーツ&お買い物

這裡是被譽為國內最高品質的蕎
麥名產地。冷涼的氣候孕育出風
味十足的蕎麥。

蕎麥麵、起司、蝦夷鹿肉、燒酒等，工
匠精心製作的特產品是其一大特色。
そば、チーズ、エゾ鹿肉、焼酎など、
職人こだわりの特産品が豊富です。

新得STELLA STATION 新得站前租賃汽車 散步咖啡廳

普通車5,940円～（２日前までの要予約）
レンタル料から500円OFF

日帰り入浴無料＋
フェイスタオル付

小小森林餐廳 卜派 TAC十勝冒險俱樂部 十勝戶外夥伴（TOM）

お買い物から500円OFF
（例）入場券大人1,836円→1,336円
入場券等から500円OFF

ケーキやワッフルなど
500円OFF （例）ショートラフティング

お一人4,400円→3,900円
体験料から500円OFF（要予約）

ラフティング＆カヌー
大人お一人5,400円→4,900円
体験料から500円OFF（要予約）

37おさんぽカフェ36新得駅前レンタカー35新得ステラステーション
折抵消費金額500日圓 折抵甜點餐飲費500日圓
お買い物から500円OFF スイーツ飲食から500円OFF

38サホロリゾート ベア・マウンテン 39新得そばの館・売店 40湯宿 くったり温泉 レイク・イン

東大雪の地に湧く天然温泉。露天風呂、
内湯とサウナを備えています。

大自然の中暮らすヒグマを間近で観
察できます。ベアウォッチングバスが
おすすめ。

自社農園で育てた品質の高い新得そ
ばをはじめ、新得町の特産品を販売し
ています。

可供您近距離觀察在大自然中生活
的棕熊。賞熊巴士亦值得推薦給您。

售有自家農園所栽種的優質新得蕎
麥及新得町特產品。

在東大雪大地湧出的天然溫泉。備有
露天浴池、室內浴池、三溫暖、按摩浴
池等設備。



鹿追町 鹿追町

一般路線（40分鐘） 

然別湖
エリア

然別湖地區

鹿追・瓜幕
エリア

鹿追・瓜幕地區

Boreal Forest 北方森林 然別湖極致垂釣

野菜や焼きさつまいも大福など、特産品
がいっぱい。ソフトクリームの販売は10
月末まで。

53道の駅しかおい
折抵甜點餐飲費500日圓
お買い物から500円OFF

9:00-17:00
冬季是11：00-16：00，請留意。
ただし、冬季は11：00～16：00と
なりますのでご確認ください。
TEL：0156-66-1125
公休：年末年初
休：年末年始
鹿追町東町2
鹿追町東町２

甜點·購物
スイーツ&お買い物

甜點·購物
スイーツ&お買い物

在大雪山國立公園唯一的自然湖然別
湖盡享垂釣鱒魚的樂趣。 
大雪山国立公園唯一の自然湖・然別湖
でトラウトフィッシングが楽しめます。

46グレートフィッシング然別湖
折抵垂釣許可證費用等
體驗・租借費500日圓（須預約）

（例）然別湖·森之健行
大人3,800日圓→3,300日圓（2人以上同行）
折抵體驗費500日圓（須預約）

舉辦期間  ：9/21～10/2 
開催期間：9/21～10/2
7:00-15:00
TEL：080-5599-9591
鹿追町然別湖 
鹿追町然別湖

體驗觀光
体験観光

提供獨木舟、森林散策等可享受然別
湖、大雪山大自然樂趣的導覽旅程。
カヌーや森の散策など、然別湖や大雪山の
自然を楽しむガイドツアーを行っています。 

45ボレアルフォレスト

然別湖・森のハイキング
一人3,800円→3,300円（2名以上の場合）
体験料から500円OFF（要予約）

大雪山国立公園内唯一の自然湖・然別湖をク
ルーズ。紅葉の見頃は9月中旬～10月上旬。

風水飯店

福原紀念美術館 道路休息站鹿追

一般路線（40分鐘）
折抵遊覽船船票費500日圓（須預約）

7:00-16:00
TEL：0156-67-2211
舉辦期間 : ～11/3
開催期間：～11/3
鹿追町然別湖畔
鹿追町然別湖畔

體驗觀光
体験観光

體驗觀光
体験観光

自家製酵母、無添加にこだわったパン
屋。営業は火・土曜日。

50カモク堂
折抵消費金額500日圓

11:00-17:00
TEL：0156-67-7033
營業：週二、週六。
※麵包售完即提早打烊.
営業：火曜日・土曜日
※パンがなくなり次第終了
鹿追町東町2丁目6番地60
鹿追町東町2丁目6番地60

甜點·購物
スイーツ&お買い物

牧場直營的咖啡廳。人氣商品是用現
擠的牛奶所製成的霜淇淋及優酪乳。

商品堅持無添加並使用自製酵母製
成的麵包店。僅週二、週六營業。

牧場直営のカフェ。搾りたて牛乳から作っ
たソフトクリームや飲むヨーグルトが人気。

49カントリーホーム風景
折抵甜點餐飲費・消費金額500日圓

11：00-18:00（L.O.17：30）
TEL：0156-67-2385
公休:週一、第2個週二
※另有不定期公休
休：月曜日・第2火曜日
※他不定休あり
鹿追町東瓜幕西18線28-26
鹿追町東瓜幕西18線28-26

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS

可從大型窗戶眺覽然別湖美景。請品
嘗看看採用十勝產食材所製成的鬆
餅和甜點。 ※夏季營業至10/31止
大きな窓から然別湖が楽しめます。十
勝産食材を使ったパンケーキやスイー
ツをどうぞ。※夏季営業は10/31まで

mubanchi

折抵甜點餐飲費500日圓

10:00-16:00
TEL：0156-67-2992
公休:不定期公休（請內洽）
休：不定休（要お問合わせ）
鹿追町北瓜幕無番地
然別湖自然中心2樓
鹿追町北瓜幕無番地
然別湖ネイチャーセンター 2F

甜點·購物
スイーツ&お買い物

CREDIT CARDS
IC MONEY

在然別湖嘗試可深感大自然的體驗。
備有獨木舟、Air Trip空中飛行之旅等
戶外活動項目。

乘坐觀光遊覽船巡遊大雪山國立公
園唯一的自然湖然別湖。紅葉的觀賞
時期是9月中旬～10月上旬。

匯集優美日本之美的美術館。可供欣
賞高達70位日本藝術家的作品。

然別湖で自然を感じる体験を。カヌーやエ
アトリップなど、アウトドアメニューを用意。

然別湖自然中心

（例）加拿大獨木舟
大人4,000日圓→3,500日圓
折抵體驗費500日圓（須預約）

9:00-18:00
TEL：0156-69-8181　
公休:年末年初  夏季營業至11/4止
休：年末年始 ※夏季営業は11/4まで
鹿追町北瓜幕無番地
鹿追町北瓜幕無番地

9:30-11:45/13:00～15:15
TEL：0156-67-2677
營業至10月下旬
営業：10月下旬まで
鹿追町瓜幕東2-15 
鹿追町瓜幕東2-15

體驗觀光
体験観光

CREDIT CARDS
IC MONEY

美しい日本の美を集めた美術館。総勢
70名の日本のアーティストの作品が
楽しめます。

51福原記念美術館

通常600円のところ
入館料無料

9:00-17:00
（入館時間至16:30止） 
(入館は16:30まで) 
TEL：0156-66-1010
公休:週一
如遇例假日則為隔天週二公休
休：月曜 祝日の場合は翌日休館
鹿追町泉町1丁目21 
鹿追町泉町1丁目21

Sightseeing
Spots

観光スポット

IC MONEY

售有蔬菜、烤地瓜大福等豐富多樣的
特產品。霜淇淋販售至10月底止。

乗馬体験施設が併設されており、馬グッ
ズや特産品など取り揃えております。

54道の駅うりまく
折抵甜點餐飲費500日圓
お買い物から500円OFF

3月-11月：9：00-17：00
12月-2月：9：00-16：00
TEL：0156-67-2626
公休:年末年初
休：年末年始
鹿追町瓜幕西3丁目1番地外
鹿追町瓜幕西3丁目1番地外

道路休息站瓜幕

並設有騎馬體驗設施。馬匹商品、特產
品等種類豐富齊全。

厳選された鹿追産の原料を使っ
た鹿追そばは人気があります。

嚴選鹿追產原料所製成的蕎麥麵
是超人氣特產品。

野菜、チーズ、パンなど、鹿追町には
美味しい食べ物がいっぱい。

鹿追町有蔬菜、起司、麵包等豐富
多彩的可口美食。

鹿追蕎麥麵
鹿追そば

Sightseeing
Spots

観光スポット

44然別湖ネイチャーセンター

秋天有絢麗的紅葉，冬天則有冰上村
等可供您暢享四季迥異的美好風光。

然別湖
然別湖

然別湖は、大雪山国立公園唯一の自
然湖で、道内では最も高い場所にあ
ります。湖の周囲は原生林が取り囲
み、太古の自然を今に伝えています。

秋には紅葉が美しく、冬には氷の村
ができるなど、四季折々の表情が楽
しめます。

然別湖是大雪山國立公園唯一的自
然湖，亦是北海道海拔標高最高的
湖泊。湖泊四周被原生林所環繞，太
古的自然景觀流傳至今。

47ホテル風水

通常コース（40分）
遊覧船の乗船料500円OFF（要予約）

48ムバンチ
鄉村家庭風景 Kamoku堂

スイーツ飲食・お買い物から
500円OFF

フィッシングライセンス代など
体験・レンタル料500円OFF（要予約）

旅程詳情請參見官方網站
ツアー詳細はHPで
nature-center.jp

旅程詳情請參見官方網站
ツアー詳細はHPで
boreal-forest.jp

旅程詳情請參見官方網站
プラン詳細はHPで
shikaribetsu.com

（例）カナディアンカヌー
大人4,000円→3,500円
体験料から500円OFF（要予約）

スイーツ飲食500円OFF お買い物から500円OFF 

免入館費
一般原須600日圓

體驗觀光
体験観光

拓殖巴士 神田日勝紀念美術館巴士套票

含神田日勝紀念美術館入場券及帶廣
站來回巴士車票的超值巴士套票。

※在帶廣站巴士總站拓殖巴士窗口販售
※神田日勝紀念美術館公休日（週一、年
末年初等）無販售。

神田日勝記念美術館の入館券と帯広駅からの
往復バス乗車券がついたお得なバスパック。

52拓殖バス神田日勝記念美術館バスパック
至9月止  2,100日圓→1,600日圓
10月起 2,140日圓→1,640日圓  500日圓
9月まで 2,100円→1,600円
１０月より 2,140円→1,640円 500円OFF

10:00-17:00
公休：週一 如遇例假日則為隔天休館
休：月曜日 祝日の場合は翌日休館
TEL：0156-66-1555
鹿追町東町3丁目2
鹿追町東町3丁目2

※帯広駅バスターミナル拓殖バス窓口で販売。
※神田日勝記念美術館定休日
（月曜日・年末年始等）は販売いたしません。



上士幌町 上士幌町

ぬかびら
源泉郷

糠平源泉郷 大人1000日圓→500日圓
折抵當日來回入浴費500日圓
大人1,000円→500円
日帰り入浴料から500円OFF

北海道一高い峠にある三国峠のカ
フェです。直焙煎のコーヒーはほっこ
り温まります。

59三国峠Café

營業期間：4月-11月
営業：4月下旬-11月初旬
9:00-17：00
TEL：080-1975-0407
上士幌町字三股番外地
上士幌町字三股番外地

甜點·購物
スイーツ&お買い物

ぬかびら源泉郷の中央園地にあるカフェ
スタンド。直焙煎のコーヒなども人気。

溫泉公園　小屋咖啡廳 DREAM DOLCE 上士幌計程車 出租自行車

週五、週六、週日 11:00-15:00 
金曜・土曜・日曜 11:00-15:00
公休:不定期公休
休：不定休
上士幌町糠平源泉郷北區 溫泉公園
上士幌町ぬかびら源泉郷北区
温泉公園

甜點·購物
スイーツ&お買い物

アーチ橋ツアーやぬかびら散策など、
9月下旬～10月中旬の紅葉は素晴らし
い美しさ。

57ひがし大雪自然ガイドセンター
折抵旅程費用500日圓（須預約）

9:00-18:00
TEL：01564-4-2261
公休:1/1
休：1/1
上士幌町糠平源泉鄉北區44-3 
糠平溫泉文化廳內
上士幌町ぬかびら源泉郷北区44-3
糠平温泉文化ホール内

可使用票券折抵超値巴士套票費！
含帶廣站來回巴士車票及溫泉入浴
券、設施使用券（大人1,000圓分）。
お得なバスパックにもチケットが使えます。
帯広駅からの往復バスと温泉入浴券、施設
利用券（大人1,000円分）がついています。

67ぬかびら源泉郷バスパック
大人3,000日圓→2,500日圓
折抵巴士套票費500日圓

溫泉
温泉

エゾシカが遊びにくる露天風呂。タイルと
木の、趣の違う２つの内風呂が魅力。

66中村屋
大人500日圓→0日圓
折抵入浴費500日圓

7：30-10：00 / 14：00-20：00
(受理時間至19：30止)
（受付は19：30まで）
TEL:01564-4-2311
公休：不定期公休
休：不定休
上士幌町字糠平源泉郷南區 
上士幌町字ぬかびら源泉郷南区

溫泉
温泉

クロスバイクと電動アシスト付クロスバイ
ク、キッズサイクル等をご用意しています。

63レンタサイクル
（例）電動輔助平把自行車1天3,000日圓
折抵租車費500日圓

出租時間 9：00-16：00
上士幌町交通總站
上士幌町上士幌東3線238-3
TEL:01564-7-7200
上士幌町交通ターミナル
上士幌町上士幌東3線238-3
東大雪自然館（週三公休）
上士幌町糠平源泉郷48−2
ひがし大雪自然館（水曜休）
上士幌町ぬかびら源泉郷48-2
TEL：01564-4-2224

交通
交通

牧場直営。自家製ソフトやジェラートが
人気です。洋菓子もご用意しています。

61ドリームドルチェ

夏季 9:00-18：00
冬季 10:00-18:00
TEL:01564-9-2277
公休：第3個週三、週四
休：第３水曜・毎週木曜
上士幌町東2線239
上士幌町東2線239

甜點·購物
スイーツ&お買い物

2コースあり、チャンピオンがアスリート
コース、マスターズがカジュアルコース。

58上士幌ゴルフ場
折抵球場擊球費用500日圓（須預約）

營業期間 ：4月-11月
営業期間：4月-11月
公休:無休
休：無休
TEL：01564-2-4000
上士幌町字上音更西3線
上士幌町字上音更西3線

體驗觀光
体験観光

展示著有關東大雪地區自然、歷史的
解說及圖示板。亦有觀光資訊導覽。

咖啡店位在糠平源泉郷的中央園
地。自家烘焙的咖啡等商品都擁有
極高人氣。

牧場直營。店家自製的霜淇淋和義
大利冰淇淋備受顧客好評。還有西
式點心可供您選購。

搭乘計程車在上士幌市內移動十分
便利，歡迎您多加利用。

備有平把自行車及電動輔助平把
自行車等4種車款供您選擇。

東大雪地域の自然や歴史についての解
説やパネルを展示。観光情報も案内。

折抵消費金額500日圓

上士幌町糠平源泉郷48-2
上士幌町ぬかびら源泉郷48-2

9：00-17：00
TEL：01564-4-2323
公休:週三
休：水曜

觀光景點
観光スポット

上士幌町内での移動に便利なタクシー
をぜひご利用ください。

62上士幌タクシー
折抵車費500日圓

交通
交通

可親身感受大自然及森林浴的腳踏小
火車。可在停止營運的路線遺跡體驗
駕駛之趣。

有拱橋之旅或糠平散策等旅程，9月下旬
～10月中旬的紅葉美景更是如詩如畫。

有冠軍運動員球場、高手休閒球場等
兩種球場可供選擇。

咖啡廳位在北海道最高山嶺三國峠。
自家烘焙的咖啡暖身又暖心。
 

大自然と森林浴を体験できる足こぎト
ロッコ。廃線跡を運転体験できます。

56森のトロッコ鉄道エコレール
2人以上同行　
每人600日圓→100日圓
折抵體驗費500日圓

4/27-11/4 9：30-16：30
（10月-11月至16：00止）
（10月-11月は16：00まで）
TEL：080-3290-9684
公休:週三 營業至11/4止
休：水曜 ※11/4までの営業
上士幌町糠平源泉郷三之澤
上士幌町ぬかびら源泉郷三の沢

觀光景點
観光スポット

開湯100年。館内、浴場はリノベーション
され、とても綺麗です。

65湯元館
大人800日圓→300日圓
折抵入浴費500日圓

13：00-20：00
（最晚受理時間19：30）（最終受付19:30）
TEL：01564-4-2121
公休：週二、週三　另有不定期公休
休：火曜・水曜 その他不定休有
上士幌町字糠平源泉郷北區52-1
上士幌町字ぬかびら源泉郷北区52-1

溫泉
温泉

CREDIT CARDS

設有混浴露天浴池。置身在大自然
中，可親身體驗與大自然融為一
體的感受。

開泉100年。館内、浴場皆重新整
修過，十分乾淨漂亮。 

有時可在露天浴池看到蝦夷鹿頑
皮的身影。設有磁磚和木製2種別
具雅趣的室內浴池，十分引人入勝。

混浴露天風呂有り。自然に囲まれ自然と
の一体感を感じることができます。

64糠平舘 観光ホテル

11：30-20：00
TEL：01564-4-2210
公休：11月的定期檢査日公休
休：11月に定期点検の日あり
上士幌町字糠平源泉郷北區48-1
上士幌町字ぬかびら源泉郷北区48-1

溫泉
温泉

CREDIT CARDS
CREDIT CARDS IC MONEY

糠平舘 觀光飯店 湯元館 中村屋 糠平源泉郷巴士套票

TAUSYUBETSU川橋梁

三國峠

55ひがし大雪自然館
東大雪自然館 森林小火車鐵道環保軌道 東大雪自然導覽中心 上士幌高爾夫球場 三國峠咖啡廳

お買い物から500円OFF
2人以上の場合 お一人600円→100円
体験料から500円 OFF

ツアー料金から500円OFF（要予約） プレー代から500円OFF（要予約）
折抵甜點餐飲費500日圓
スイーツ飲食から500円OFF

60温泉公園 コヤカフェ
折抵甜點餐飲費500日圓
スイーツ飲食から500円OFF

折抵消費金額500日圓
お買い物から500円OFF タクシー運賃から500円OFF

當日 7:00-24:00
週六、週日 8:00-23:00
平日 7:00-24:00
土曜・日曜 8:00-23:00
TEL:01564-2-2504
上士幌町字上士幌東2線238
上士幌町字上士幌東2線238

（例）電動アシスト付クロスバイク1日3,000円
レンタル料から500円OFF

身姿因季節而異的古老拱橋。參觀拱
橋旅程大受旅客的青睞。

三國峠是位在北海道國道中最高
的山嶺。秋天的紅葉美景更是魅
力無窮。

季節によって姿を変える古いアーチ
橋。見学ツアーは大変人気があります。

北海道の国道の中で一番高い場所
にある峠。秋は黄葉が魅力です。

タウシュベツ川橋梁

三国峠

大人800円→300円
日帰り入浴料から500円OFF

大人500円→0円
日帰り入浴料から500円OFF

大人3,000円→2,500円
バスパック500円OFF

※車票7天內有效
※在帶廣站巴士總站販售
※乗車券は7日間有効
※帯広駅バスターミナルで販売

體驗觀光
体験観光
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