
 

 

                  2022 年 11 月 16 日 

 

～冬も見どころいっぱいの富良野・美瑛エリアをとことん満喫！～ 

「ＪＲで行く 冬の富良野・美瑛」キャンペーンを実施します！ 

 

富良野美瑛広域観光推進協議会と連携し、冬も魅力いっぱいの富良野・美瑛エリアをお楽しみい

ただくため、「ＪＲで行く冬の富良野・美瑛」キャンペーンを実施します。 

富良野・美瑛エリアは、「夏」や「花」が有名ですが、冬も地元ならではの絶景やイベントなど、

お楽しみいただけるスポットが数多くあります。 

 当社では冬もおトクな「ふらの・びえいフリーきっぷ」を発売いたします。ぜひこの機会に、Ｊ

Ｒと観光スポットを結ぶアクセスも活用して、ＪＲで行く富良野・美瑛の「冬」を満喫してみませ

んか？ 

 

１ 冬の富良野・美瑛のおススメスポットはコチラ！ 

 ○美瑛エリア 

◇冬の「青い池」 

冬の青い池も、夏とは違った魅力がある幻想的なスポットです。

冬期間(2022 年 11 月 1 日(火)～2023 年 4 月 30 日(日))はライト

アップを実施中です！約 10 分サイクルで表現される様々な照明

パターンによる光のストーリーをお楽しみください。 
 

◇冬の「白ひげの滝」 

美瑛川がしぶきを上げている様子を間近に見ることができます。

白ひげの滝は通年ライトアップを行っておりますが、冬になる

と、滝筋と雪の白、岩肌のコントラストが際立ち、滝から上がる

水しぶきや湯気による幻想的な樹氷をお楽しみいただけます。 

 

ＪＲとのアクセス (青い池・白ひげの滝) 

美瑛駅からの観光バス「美遊(びーゆー)バス」で立ち寄ります。 
  

 （お問合せ先：［青い池・白ひげの滝］美瑛町観光協会 0166-92-4378） 

 

◇藍染結の杜（あいぞめゆいのもり） 

2022 年７月にオープンしたばかりの新スポットです。ここでは、

美瑛町の自然豊かな環境の中で、藍の栽培と染色をしています。

藍染体験コーナー、藍染グッズ販売、カフェ、コミュニティスペ

ースなどがある藍染工房です。 
 

ＪＲとのアクセス 

美瑛駅からの観光バス「美遊(びーゆー)バス」で立ち寄ります。 
  

 （お問合せ先：藍染結の杜 0166-74-8855） 

冬の青い池(イメージ) 

冬の白ひげの滝(イメージ) 

藍染結の杜(イメージ) 



 

○富良野エリア 

◇ふらの歓寒村（かんかんむら） 

新富良野プリンスホテル内で開催される、冬を満喫するイベント

です。オススメは、イス、テーブル、カウンター全てが雪と氷で

作られている「スノーカフェ」。他にも、チュービングすべり台

や、ＬＥＤで照らした幻想的な雰囲気が味わえる雪華の路（せっ

かのみち）などをお楽しみいただけます。 
 

◇富良野スキー場 

今年は富良野スキー場が開業 60 周年を迎える節目の年となりま

す。2023 年２月４日(土)～２月５日(日)の２日間は、富良野スキ

ー場を会場に「ふらのスキー祭り」を開催します！花火大会をは

じめとする各種イベントを予定しております。 
 

◇「わくわくファミリースノーランド」でのスノーアクティビティ 

新富良野プリンスホテル隣接の「わくわくファミリースノーラン

ド」では、スノーラフティング、スノーバナナボートなどのアク

ティビティをお楽しみいただけます。 

ご利用のには、｢富良野駅～新富良野プリンスホテル間の往復バ

ス乗車券｣＋｢アクティビティ利用券｣＋｢新富良野プリンスホテ

ル館内利用券｣がセットの、おトクなふらのバス｢ＪＲ利用者専用 

富良野ショートトリップバス乗車券｣がおススメです。 
 

◇冬のニングルテラス 

森の中に 15 棟のログハウスが連なるロマンチック・ショッピン

グエリア。雪に包まれる幻想的な風景やここにしかない自然をモ

チーフにしたクラフト作品をお楽しみください。 

※各店舗による不定休があり、営業店舗が少ない場合があります 
 

ＪＲとのアクセス  

（ふらの歓寒村・富良野スキー場・わくわくファミリースノーランド・ニングルテラス） 

 富良野駅よりふらのバス「新富良野プリンスホテル」バス停からすぐ 
  

 （お問合せ先：［ふらの歓寒村･ふらのスキー祭り］    ふらの観光協会        0167-23-3388  

        ［わくわくﾌｧﾐﾘｰｽﾉｰﾗﾝﾄﾞ･ニングルテラス］ 新富良野プリンスホテル 0167-22-1111) 
 

◇冬のファーム富田 

今年は３年ぶりに、11月～３月の冬期間も営業します！ 

霧氷が付いたポプラ並木や樹氷の木々、キラキラと舞い落ちる雪

の結晶といった白銀の世界はもちろん、冬のグリーンハウスでの

ラベンダー、ドライフラワー展示、写真館、カフェでのソフトク

リームや温かいお飲み物などをお楽しみいただけます。 
 

ＪＲとのアクセス 

中富良野駅より「中富良野観光タクシー・なかモビ」で約５分 
  

（お問合せ先：ファーム富田 0167-39-3939） 

 

ふらの歓寒村(イメージ) 

富良野スキー祭り(イメージ) 

冬のファーム富田(イメージ) 

冬のニングルテラス(イメージ) 

スノーアクティビティ 

(イメージ) 



 

２ 富良野・美瑛エリアのおトクなきっぷと、観光スポットへの便利なアクセスはコチラ！ 

 ○ふらの・びえいフリーきっぷ 
 

札幌駅からフリーエリアまでの往復特急列車自由席に、フリーエリア内の普通列車普通車自由

席の乗り放題がセットになったおトクなきっぷです。 
  

◇発 売 期 間：2022 年 11 月 16 日(水)～2023 年２月 25 日(土) 

◇ご利用期間：2022 年 12 月 16 日(金)～2023 年２月 28 日(火) 

※2023 年２月 25 日（土） ご利用開始分まで 

◇お ね だ ん：7,400 円（こども 3,700 円） 

◇有 効 期 間：４日間    

対象施設でのフリーきっぷご呈示でおトクな割引、特典がご利用できます。 

詳細は「ＪＲで行く富良野・美瑛」ホームページをご覧ください。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/furanobiei/ 
 
 ○美遊(びーゆー)バス ｢美瑛の丘とライトアップコース｣  (企画・実施：美瑛町観光協会) 
 

美瑛駅（駅から徒歩１分の「四季の情報館」）を拠点に、ライトアップされた「青い池」「白ひ

げの滝」のほか、新スポット「藍染結の杜(あいぞめゆいのもり)」を巡る観光バスです。 
 

◇運行期間：2022 年 11 月 18 日(金)～23 日(水)、11 月 25 日(金)～12 月 24 日(土)の金・土曜

2023 年１月６日(金)～９日(月)、13 日(金)～２月 18 日(土)の金・土曜 

◇旅行代金：大人 3,000 円、小学生 1,500 円 

◇コ ー ス：①11月～１月運行分 所要時間 ２時間 45分 

四季の情報館(美瑛駅徒歩１分)15:30 発⇒藍染結

の杜(約20分) ⇒道の駅びえい｢白金ビルケ｣(約20

分)⇒白金青い池(約 30 分)⇒白ひげの滝(約 15 分)

⇒四季の情報館 18:15 着 

 

②２月運行分 所要時間 ２時間 20 分 

四季の情報館(美瑛駅徒歩１分)16:45 発⇒藍染結

の杜(約 20 分) ⇒白金青い池(約 30 分)⇒白ひげの

滝(約 20 分)⇒四季の情報館 19:05 着 

 

※企画・実施：美瑛町観光協会 

 

   ◎「ふらの・びえいフリーきっぷ」のご提示で嬉しい特典！ 

   

「美瑛町オリジナルピンバッチ」をプレゼント！（大人・こども共） 

 

※バス乗車前の受付時に「ふらの・びえいフリーきっぷ」をご提示ください。 

※デザインは選ぶことはできませんので、予めご了承ください。 

 
 

詳細は美瑛町観光協会ホームページをご覧ください。 

ホームページからバスのご予約もできます。 

https://www.biei-hokkaido.jp/ja/bus_ticket/  

滝川 旭川

幾寅富良野

【フリーエリア】

オリジナルピンバッチ 
(イメージ) 

冬の青い池(イメージ) 

冬の白ひげの滝(イメージ) 

美瑛町観光協会 HP 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/furanobiei/
https://www.biei-hokkaido.jp/ja/bus_ticket/


 

 ○「ＪＲ利用者専用 富良野ショートトリップバスセット券」(販売・運行バス会社：ふらのバス) 
 

富良野駅～新富良野プリンスホテル間の往復バス乗車券に、新富良野プリンスホテル隣接の

「わくわくファミリースノーランド」でのスノーアクティビティ利用券、新富良野プリンスホ

テルの館内利用券がセットになったおトクなバス乗車券です。 

   （運行バス会社・乗車券の販売は「ふらのバス」(0167-22-1911) ※富良野駅では販売しません） 
 

◇販 売 期 間：2022 年 12 月 19 日（月）～2023 年 3 月 31 日（金） 

◇ご利用期間：2022 年 12 月 19 日（月）～2023 年 3 月 31 日（金） 

 降雪・融雪の状況等により、販売期間・ご利用期間が変更となる場合があります。 

◇販 売 価 格：大人 2,300 円 こども 2,100 円 

◇発 売 箇 所：富良野バスターミナル（駅前案内所／富良野駅隣接）6:45～18:00 

◇購 入 条 件：富良野駅を発着するＪＲの「乗車券類」をご提示ください 

◇内   容：①路線バス（富良野駅～新富良野プリンスホテル）往復券 

②わくわくファミリースノーランド（新富良野プリンスホテル隣接）利用券 

 (大人・こども共 1,000 円分) 

※スノーラフティングまたはスノーバナナボートのいずれか 1 回を 

 ご利用いただけます。 

③新富良野プリンスホテル 施設利用券(大人・こども共 1,000 円分) 

※ホテル売店（スーベニアショップ）、ニングルテラス、富良野・ドラマ館、 

 珈琲 森の時計でご利用いただけます。 

 

  

○中富良野町内のご移動に便利でおトク！中富良野町観光タクシー「なかモビ」 
 

町内全域一律、お 1 人様 200 円でタクシーご利用いただける、大変便利でお

トクなＡＩ（人工知能）を活用した移動サービスです。 

中富良野駅から、人気の「ファーム富田」へのご移動も可能です！ 
 

◇期  間：2022 年９月１日(木)～2023 年３月 31 日（金）の毎日 

       (運行・予約可能時間 12:00～17:00) 

◇料  金：全町全域一律 １名様につき 200 円  

◇ご利用区間：中富良野町内全域でご利用いただけます。 

◇ご利用方法：①利用申請サイトにアクセスし、利用登録 

       ②出発地、目的地を地図画面から選択 

       ③時間、乗車人数を入力、「この内容で申し込み」をタップ 

       ⇒配車完了！お迎えが来るまでお待ちください。 

 

 

ご利用方法の詳細は中富良野町ホームページ内「なかモビ」紹介ページ

をご覧ください。 

https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00002539.html 

なかモビロゴ 

ふらのバス(イメージ) スノーラフティング(イメージ) ニングルテラス(イメージ) 珈琲 森の時計(イメージ) 

なかモビの登録・ 

ご利用はコチラから! 

(専用サイト) 

 
なかモビ操作画面 

(イメージ) 

https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00002539.html


 

３ 冬の富良野・美瑛エリアへ行くおススメの旅はコチラから！ 

○ＪＡＬ／ＪＲ北海道 ひがし＆きた北海道キャンペーン 
 

日本航空株式会社（以下、「ＪＡＬ」）と、ＪＲ北海道は、今冬季も両社の連携により「ひがし

＆きた北海道キャンペーン」を実施中です！ 
 

◇概 要：・ひがし＆きた北海道エリアにおいて、ＪＡＬ便が就航する空港のご利用と、便利

なキャンペーン専用ＪＲフリーパスを組み合わせた周遊型旅行をご提案します。 

     ・魅力的な旅行商品や現地特典をご用意するほか、今回はひがし＆きた北海道の魅

力と思い出を残して頂けるよう、ノート「旅あつめ」をプレゼントします。 

（先着順） 

◇期 間：2022 年 11 月１日(火)～2023 年３月 31 日（金）帰着分まで 
 

詳細は「ひがし＆きた北海道キャンペーン」専用ページをご覧ください。 

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/hokkaido/higashi-kita/ 
（参考）10 月 11 日共同リリース資料（リンク先は当社プレスリリースとなります） 

https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/221011_KO_higashi_and_kita_campaign.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＡＮＡ×ＪＲ北海道連携プロジェクト 
 

・全日本空輸株式会社（以下、「ＡＮＡ」）と、ＪＲ北海道は、北海道

への国内外の観光需要を取り込むことにより、北海道全体の地域活

性化に持続的に貢献すべく連携しております。 

・ＡＮＡの航空券、もしくは、ＡＮＡトラベラーズのダイナミックパ

ッケージを購入し、来道された方がご利用いただける、富良野・美

瑛エリアもご利用可能なおトクなフリーパスを販売中です！ 
 

◇「ＡＮＡきた北海道フリーパス」発売中！ 

 ・効    力:フリーエリア内の普通・快速列車および特急列車の自由席が乗り降り自由 

 ・利用期間:～2023 年４月４日（金）まで 
 

「ＡＮＡきた北海道フリーパス」の詳細は以下をご覧ください。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_ana/ 
｢ＡＮＡ×ＪＲ北海道連携プロジェクト｣の詳細は、専用ページをご覧ください。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/collaboration_tr/ 
（参考）３月 23日共同リリース資料（リンク先は当社プレスリリースとなります） 

https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/220323_KO_ANA_JR.pdf 
 

 

キャンペーンメインロゴ 「旅あつめ」(イメージ) スタンプ風キャンペーンロゴ

プロジェクトメインロゴ

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/hokkaido/higashi-kita/
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/221011_KO_higashi_and_kita_campaign.pdf
https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/freepass_ana/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/collaboration_tr/
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/220323_KO_ANA_JR.pdf


 

○（株）ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス 地域情報サイト「*and trip.」 
 

・株式会社ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス（以

下、「ＶＴＳ」）とＪＲ北海道は、2019 年度より連携を強

化し、北海道内の特急列車を利用した旅行商品を販売し

ています。 
 

・ＶＴＳでは、地域情報を発信するサイト「*and trip.」

(アンドトリップ)を立ち上げ、北海道及び東日本エリア

においてまちの魅力を紹介し、旅のきっかけとなる記事

を掲載しています。 
 

・このたび、ＶＴＳとの連携により、富良野・美瑛エリア

の魅力を紹介する記事を本日公開いたしましたので、お

知らせいたします。 
 

ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス「*and trip.」  

https://www.andtrip.jp/area/hokkaido/ 
11/16 公開の新着記事 
・【美遊(びーゆー)バス】美瑛駅から観光バスに乗って、冬の青い池を見に行きませんか？ 

https://www.andtrip.jp/article/004130.html 
・【ファーム富田】見渡す真っ白な世界！便利な観光タクシーを利用して、冬ならではの雪

景色を眺めませんか？ 

https://www.andtrip.jp/article/004131.html 
列車＋宿を自由に組み合わせて予約ができるおトクな旅行商品「ＪＲ東日本びゅうダイナ

ミックレールパック」のご予約は、「びゅうトラベル」からどうぞ！ 

https://www.jre-travel.com/ 
 
４ 冬の富良野・美瑛を楽しむ おすすめのモデルコース！ 

○日帰りコース 

◇ファミリーにおススメ！富良野のスノーアクティビティと旭川グルメを楽しむ旅 

コースのポイント 

・ＪＲご利用の方専用の「富良野ショートトリップバス乗車券」のご

利用で、おトクに冬の富良野を満喫できます！「わくわくファミリ

ースノーランド」でのアクティビティをお楽しみいただき、ホテル

スーペニアショップ、ニングルテラス、富良野・ドラマ館、珈琲 森

の時計でご利用可能な「館内利用券」もご活用ください。 

・旭川では、名物の旭川ラーメンなど、夕食をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「*and trip.」ロゴ 

「*and trip.」トップページ(イメージ)

スノーラフティング(イメージ) 

https://www.andtrip.jp/area/hokkaido/
https://www.andtrip.jp/article/004130.html
https://www.andtrip.jp/article/004131.html
https://www.jre-travel.com/


 

◇冬のファーム富田と青い池・白ひげの滝ライトアップをめぐる旅 

コースのポイント 

・ＪＲとアクセスを利用して、日帰りでファーム富田、青い池・白ひ

げの滝の人気スポットをめぐるコースです。 

・富良野の「フラノマルシェ」・美瑛の「美瑛選果」では、地元の特産

品のショッピングやカフェでの軽食をお楽しみいただけます。旭川

ではグルメや冬の景観をお楽しみください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○宿泊型コース 

  ◇冬も見どころいっぱいの旭山動物園・青い池・ファーム富田を訪ねる旅 

コースのポイント 

・旭川・美瑛・富良野・エリアを代表する観光地「旭山動物園」「青い池」

「ファーム富田」を訪れます！ 

・富良野ご宿泊の翌日は、「フラノマルシェ」でショッピングもお楽しみ

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬の青い池(イメージ) 

冬のファーム富田(イメージ) 



 

マスクの着用 ソーシャルディスタンスの確保 会話は控えめに 

お客さまのご理解とご協力をお願いします。 

 

 
お客さまへのお願い 

冬のイベント・観光情報や駅からのアクセス、おトクなきっぷなどの詳しい情報、モデルコース

などは「ＪＲで行く冬の富良野・美瑛」専用ホームページでご紹介していますので、ぜひご覧く

ださい。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/furanobiei/ 
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※本プレスで掲載している写真、イラストは全てイメージです。 

※本プレス内容は、状況により、急遽内容の変更または中止になることがあります。 

 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/furanobiei/

