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ご入館されたお客様に雪の美術館
オリジナルポストカードを
プレゼント
●営業時間／
　9：00～17：00
●交通／旭川空港より
　お車で約40分
●提出場所／
　エントランス

売店の商品を定価から10%
割引サービス
（一部除外品あり）
●営業時間／
　8：00～17：00
●交通／女満別空港
　よりお車で約２0分
●提出場所／
　売店レジカウンター

オリジナルポストカードを１人１枚
プレゼント
●営業時間/
　9：00～18：00
●交通/帯広空港より
　お車で約90分
●提出場所/然別湖
　ネイチャーセンター

500円以上、お買い物されたお子様（3才～小学生）の方に
ミニカップ・ソフトクリームをサービス
●営業時間／
　9：00～17：00
●交通／
　旭川空港より
　お車で約5０分
●提出場所／売店

お食事されたお客様へ旬の握りを
一貫サービス
●営業時間／
　11：00～15：00、
　17：00～21：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／当店レジ
　カウンター前

お食事されたお客様へ
ソフトドリンク１杯をサービス
●営業時間／
　11：00～22：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／注文時
　従業員まで 

お食事されたお客様へ
ソフトドリンク１杯をサービス
●営業時間／
　10：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約8０分
●提出場所／注文時
　従業員まで

来園されたお客様へ
来園料10％割引サービス
●営業時間／
　8：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約18０分
●提出場所／
　受付にて

お食事されたお客様にアイスクリームを
おひとり様につき
一皿サービス
●営業時間／
　11：30～23：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約6０分
●提出場所／フロント

お食事をされるお客様に
ソフトドリンクを１杯サービス
●営業時間／
　7：00～16：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約6０分
●提出場所／注文時
　従業員まで

お食事代より、10％割引サービス
(カード払いのお客様は5％割引)
※ランチメニュー、海鮮若駒丼、北海活見丼、市場めし丼は割引対象外
となりますので、ご了承ください。
●営業時間／9：00～21：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約6０分
●提出場所／ご来店時、
　お席にてご注文される
　前にご提示ください

ロープウェイに乗車された
お子様（小学生）にソフトクリームを
サービス
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／
　ロープウェイ
　チケット売り場

1,500円以上お食事頂いたお客様へ、
ホタテ１枚、越冬じゃがいも(半個)の
お食事をサービス
●営業時間/
　11：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／2Fレストラン

❶お土産品を定価から5%割引
❷6,000円以上のお買い上げで、
　宅配無料（沖縄除く）
❸当店オリジナル「たこカツ」を
　200円から180円へ値下げサービス
●営業時間／11：00～19：00
●交通／新千歳空港よりお車で約5０分
●提出場所／レジカウンター

❶入場料割引券をサービス
❷朝食料金を割引サービス(要予約)
❸割引クーポン綴り券一冊をプレゼント
●営業時間／
　8：00～18：00
●交通／帯広空港より
　お車で約25分
●提出場所／
　入場チケット売り場にて

銀河庭園＆みどりの牧場に入園した
ご家族のお子様（3才～小学生以下）に
アルパカシールをサービス
●営業時間／
　9：30～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約30分
●提出場所／銀河庭園
　入園ゲート

❶入場料を10％割引
❷ご入場されたお客様に啄木グッズ
　をプレゼント
●営業時間／
　9：30～18：00
●交通／函館空港より
　お車で約15分
●提出場所／
　入場受付窓口

1,000円以上お買い上げをなさったお客様へ
オリジナル昆布製品をプレゼント
●営業時間／
　9：00～17：00
●交通／函館空港より
　お車で約40分
●提出場所／
　売店レジカウンター

ソフトクリームを50円引
●営業時間／
　9：00～16：00
●交通／函館空港より
　お車で約５0分
●提出場所／
　店内ソフトクリーム
　販売場所

お買物商品8％割引券をプレゼント
●営業時間/
　8：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／
　店頭スタッフまで

入場料金を10％割引
●営業時間/
　8：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／
　入場券売り場

ツアーにご参加頂いたお客様限定で、
湯の華（入浴剤）をプレゼント
●営業時間/
　8：30～18：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約6０分
●提出場所／
　担当ガイドまで

館内商品購入の際、消費税分割引OK
●営業時間／
　10：00～22：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約9０分
●提出場所／
　店内レジにて

アップルパイ10円割引
●営業時間／
　9：00～17：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約7０分
●提出場所／売店にて

ご飲食代金の合計より10％割引
※ただし、お支払いは現金のみ。又割引金額は
10,000円を上限とする。
●営業時間／
　(平日)17：00～21：30
　(土日祝)11：30～21：30
●交通／新千歳空港
　よりお車で約45分
●提出場所／レジカウンター

❶1,000円以上お買い物されたお客様に
　オリジナルとろろ昆布を１つプレゼント
❷お食事をされたお客様に
　かに汁をサービス
●営業時間／(お店)6：00～17：00　
　　　　　　(食堂)7:00～14：30
●交通／新千歳空港より
　お車で約6０分
●提出場所／❶はレジカウン
　ターへ ❷はご注文時に

お食事されたお客様にサッポロビール
特製アイスクリームをサービス
●営業時間／
　11：30～22：00
●交通／新千歳空港
　よりお車で約8０分
●提出場所／注文時
　従業員まで

❶売店商品より消費税相当額分の値段を
　お値引きサービス
❷レストラン「やませみ」のお食事料金より
　10％割引サービス
●営業時間／（売店）9：00～16：00 
　（レストラン）11：00～14：30
●交通／新千歳空港
　よりお車で約1０分
●提出場所／各レジ担当者まで

お食事をされたお子様（3才～小学生）に
ソフトアイス（バニラ）を1個サービス
●営業時間／
　〈平日〉17：00～23：00
　〈土・日・祝〉12：00～23：00
●交通／新千歳空港より
　お車で約6０分
●提出場所／入店時もしくは
　オーダー時に従業員まで

お食事されたお客様にミニドリンク
をサービス
●営業時間／
　（6/1～30）9：30～17：00
　（7/1～8/31）9：00～17：00
　（9/1～30）9：30～16：00
●交通／帯広空港より
　お車で約６０分
●提出場所／ガーデン

❶入場されたお子様（小学生）の方に
　アイススライダー体験
❷そんなバナナ1本をサービス（館内にて1本
　まるごと凍らせたバナナ）　（家族でおひとつ）
●営業時間／8：30～17：30
●交通／旭川空港より
　お車で約60分
●提出場所／受付窓口

❶売店のお買い物にて消費税免税サービス
　（一部除外品あり）
❷オリジナル松山千春サイン色紙を
プレゼント
●営業時間／
　（売店）8：30～17：00
●交通／帯広空港より
　お車で約70分
●提出場所／1Ｆ売店

マルチクーポン
利用一覧小冊子
内のもぎりの
クーポン券で
お得な特典を
ゲットしよう！！
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わくわくわくわくクーポン計画
 赤い風船はこどもが主役の夏休みを応援します!!

旭川 雪の美術館 上富良野 フラワーランドかみふらの

小樽 小樽寿司屋通り 日本橋 小樽 北海あぶりやき 運河倉庫 小樽 北の漁場おたる運河店

札幌 キリンビール園 
新館アーバン店

札幌 北の漁場

有珠山 有珠山ロープウェイ 洞爺湖 民芸御殿 戸田観光

登別 大黒屋プラザ

帯広 紫竹ガーデン

恵庭 えこりん村 銀河庭園 函館 土方・啄木浪漫館七飯 北海道昆布館 七飯 体験工房レストラン 
ポロト館

有珠山 北栄観光壹番館 有珠山 昭和新山熊牧場

洞爺湖 エゾップランド柴田屋

余市 山本観光果樹園 札幌 アサヒビール園
白石はまなす館

札幌 海鮮市場 北のグルメ札幌 サッポロビール園

千歳 北海道まるごと市場

札幌 アサヒビール園 羊々亭

十勝 十勝千年の森

上川 北海道アイスパビリオン

足寄 あしょろ庵

網走 オホーツクバザール

河東郡 然別湖ネイチャー
センター

園内イメージ H園内イメージ H

エア・トリップイメージ Hエア・トリップイメージ H

園内イメージ H園内イメージ H

外観 H外観 H

ジンギスカンイメージ Hジンギスカンイメージ H

外観 H外観 H

外観 H外観 H

外観 写真提供：札幌市外観 写真提供：札幌市

余市 さくらんぼ山 観光農園

外観 H外観 H

外観 H外観 H

外観 H外観 H外観 H外観 H

札幌 大漁寿し 若駒

料理イメージ H料理イメージ H

料理イメージ H料理イメージ H料理イメージ H料理イメージ H 外観 H外観 H

外観 H外観 H ヒグマイメージ PBヒグマイメージ PB

登別 登別ゲートウェイセンター

登別イメージ H登別イメージ H

外観 H外観 H
外観外観

写真提供：（一社）函館国際観光コンベンション協会写真提供：（一社）函館国際観光コンベンション協会館内 H館内 H

ロープウェイ Hロープウェイ H

店内 H店内 H

外観 H外観 H外観 H外観 Hクリスタルルーム Hクリスタルルーム H

カフェラウラウ Hカフェラウラウ H 園内イメージ H園内イメージ H

店内 H店内 H握りイメージ H握りイメージ H


