
商船三井フェリー船客予約センター

［受付時間］9:00～17:00（土曜日は12:00まで、日・休日は定休日）

大洗：☎029-267-4133　苫小牧：☎0144-34-3121
※携帯電話・PHS・IP電話からはご利用いただけませんので下記電話番号へおかけください。

0120-489850【予約はGO!】

●2023年4月1日から2023年9月30日のご乗船分まで利用できます（2023年3月31日現在）
●乗船券1枚で6名様まで有効（一部施設を除く）です。●有効期限は乗船日から15日以内になります。
●ご利用の際は「さんふらわあ特典パスポート利用」の旨をお伝えいただき、乗船券をご提示ください。
●ホテル等をご利用の際は事前に予約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせください。

宿 宿泊施設
キ キャンプ場
他 その他施設

船旅の後のお楽しみ。
乗船券を見せるだけで
お得な特典が!

特 典 パ ス ポ ート
2023.4.1〜2023.9.30

さんふらわあ

根室·釧路北海道

10月下旬～1月中旬休業

観光船利用のお客様に
次回ご利用可能な
50%割引券プレゼント

特典

北の知床観光 他
北海道目梨郡羅臼町共栄町31-1　
☎080-8299-6354

大洗町健康福祉センター ゆっくら健康館 他
茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1　☎029-267-1126

温泉・プール・ジム使用料割引　
一般大人200円引　高齢者・子供100円引

特典

※17:00以降のご利用は割引対象外。
※ゆっくらデー·ふろの日は割引適用外。

（上記の日は全日割引した料金になっています）

※各プラン、プラス1,000円で和洋バイキングでの朝食をご提供しております。

●シングル（23㎡・ダブルベッド）
●ダブル（26㎡）1名利用の場合
　　　　　    　2名利用の場合（お一人様）
●ツイン（23㎡）1名利用の場合
　　　　　    　2名利用の場合（お一人様）

プレジデントホテル水戸 宿
茨城県水戸市城南2-2-2　☎029-300-1111（予約専用番号）

宿泊料割引特典

10,200円➡5,900円
13,800円➡8,750円
  8,100円➡5,650円
14,900円➡8,750円
  8,650円➡5,650円

大洗マリンタワー 他
茨城県東茨城郡大洗町港中央10　☎029-266-3366

入場料割引　340円➡250円特典

12/28～12/30休業

首都圏（茨城・千葉・東京）

北海道立オホーツク公園
てんとらんどオートキャンプ場 キ
北海道網走市字八坂1　☎0152-45-2277

乗船券1枚につき、キャンプ場オリジナルグッズ1点をプレゼント特典

10/10～4/28休業

オホーツク北海道

知床財団/
知床自然センター 他
北海道斜里郡斜里町字岩宇別531
☎0152-24-2114（知床自然センター）

年末年始、12月水曜定休休業

メガスクリーンKINETOKO
「知床の冒険」および
「THE LIMIT」チケット割引
大人600円➡500円
小人300円➡250円

特典

おけと勝山温泉ゆぅゆ 他
北海道常呂郡置戸町字常元1-5
☎0157-54-2211

5月にメンテナンス休業休業

入浴料割引
大人500円➡400円

特典

※他の割引券との併用不可。

一般通常宿泊料金から1,000円引特典

5月上旬～10月下旬期間

サホロリゾートホテル 宿
北海道上川郡新得町狩勝高原　☎0156-64-7111

十勝北海道

※休園日は公式ホームページにて告知いたします。

サホロリゾート 
ベア・マウンテン 他
北海道上川郡新得町狩勝高原　
☎0156-64-7007

大人220円引、
子供・シニア（60歳以上）220円引

特典

4月下旬～10月下旬期間

ホテルウィングインターナショナル池袋 宿
東京都豊島区東池袋3-10-7　☎03-5396-5555

レイトチェックアウト 1時間無料（通常11時）特典

※1室につき1台、チェックイン日の12：00～チェックアウト日の13：00まで。
※4/28～5/6、8/10～8/15の期間は除外とさせていただきます。

ホテルエミオン東京ベイ 宿
千葉県浦安市日の出1-1-1　☎047-304-2727

宿泊者の駐車場料金無料特典

ホテルウィングインターナショナル後楽園 宿
東京都文京区本郷1-25-11　☎03-5804-1011

レイトチェックアウト 1時間無料（通常10時）特典



十勝北海道

大人1,000円→800円特典

4/22～11/26期間

真鍋庭園 他
北海道帯広市稲田町東2線6番地　
☎0155-48-2120

10月末または11月初旬・
3月末または4月初旬に
施設点検予定

休業

ハイランドふらの 他
北海道富良野市島ノ下　
☎0167-22-5700

大人通常料金から50円引特典
※乗船券1枚で4名様まで適用。

道北北海道

なよろサンピラー
ユースホステル 宿
北海道名寄市日進391-2　
☎01654-2-2921

※他割引との併用不可。
※特典は1泊目のみ有効。

特典 一般通常宿泊料金から
700円引

羽幌沿海フェリー 他

特典

北海道苫前郡羽幌町港町１-51　
☎0164-62-1774

乗船時に、オリジナルボールペン
１名様に１本進呈

ハートランドフェリー 
稚内支店 他
北海道稚内市開運２-７-１　
☎0570-09-8010
特典 乗船時に、乗船券1枚につき

「ハートランドフェリー
オリジナルグッズ」を1個プレゼント

ラベンダー匂い袋とオリジナル
ステッカーを1名様にプレゼント

特典

4/25～10/25期間

上富良野町日の出公園
オートキャンプ場 キ
北海道空知郡上富良野町東2線北27号
☎0167-39-4200

休業 ランチ営業のみ火・水曜定休
特典 食事の場合100円引き

ペンション＆レストラン 
ラ・コリーナ 他
北海道空知郡中富良野町鹿討農場　
☎0167-44-3957

上野ファーム 他
北海道旭川市永山町16-186　
☎0166-47-8741
特典 大人1,000円→900円、

小中学生500円→400円
期間 4/21～10/15

ファーム富田 他

特典

北海道空知郡中富良野町基線北15号　
☎0167-39-3939

乗船券1枚につき、
ポストカード1枚プレゼント

期間 年中無休（冬季臨時休園の場合あり）
※一回限り有効。

大人1,000円→900円特典

4/15～11/5期間

紫竹ガーデン 他
北海道帯広市美栄町西4線107　
☎0155-60-2377

大人1,000円→700円、
中学生400円→100円

特典

4/22～10/15期間

十勝ヒルズ 他
北海道中川郡幕別町字日新13-5　
☎0155-56-1111

大人1,000円→800円、
小中学生500円→300円

特典

4/22～10/22予定期間

六花の森 他
北海道河西郡中札内村常盤西3線249-6
☎0155-63-1000

大人1,200円→1,100円特典

4/22～10/15期間

十勝千年の森 他
北海道上川郡清水町羽帯南10線　
☎0156-63-3000寺坂農園メロン直売所 他

特典

北海道空知郡中富良野町東5線北4号　
☎0120-366-422

カットメロン（赤肉富良野メロン
1/8カット）一食無料

期間 メロンシーズンのみ
（6 月下旬頃～ 8 月下旬）

※他の割引券との併用不可，1乗船券につき1名迄。

とみたメロンハウス 他

特典

北海道空知郡中富良野町宮町3-32　
☎0167-39-3333

カットメロン100円引
期間 6/20 ～ 9/30

大雪 森のガーデン 他

特典

北海道上川郡上川町菊水841-8　
☎01658-2-4655

ポストカード1枚プレゼント
期間 4/29 ～ 10/9

※無料期間：4/29 ～ 5/19
　（森の花園エリアのみ開放）
※有料期間：5/20 ～ 10/9

利尻亀一 他
北海道利尻郡利尻富士町鬼脇字沼浦182　
☎0163-83-1361
特典 お買い物時に乗船券1枚につき

「お試し利尻昆布（25g）」を
1個プレゼント

風のガーデン 他

特典

北海道富良野市中御料　
☎0167-22-1111（新富良野プリンスホテル）

大人1,000円→900円
期間 4/29 ～ 10/9

※営業時間8:00～17:00（7/1～8/31は6:30～17:00、9/19以降は～16:00）。
　最終受付は閉園各30分前。



サケのふるさと千歳水族館 他
北海道千歳市花園2-312 　
☎0123-42-3001 

入館料割引 
大人        800円➡600円
高校生     500円➡400円
小中学生  300円➡200円

特典

年末年始、
メンテナンス休館あり

休業

※他割引との併用不可。
※現金でのお支払いのみ有効。

道の駅ウトナイ湖
海鮮パーク 他
北海道苫小牧市字植苗156-30
☎0144-82-7720

全商品5％割引特典

木曜定休
（2023年3月頃リニューアル
オープン予定）

休業

赤平エルム高原
オートキャンプ場 キ
北海道赤平市幌岡町392-1　
☎0125-34-2164

乗船券1枚につき粗品プレゼント特典

5月上旬～10月中旬期間

グリーンステイ洞爺湖 キ
北海道虻田郡洞爺湖町月浦56　
☎0142-75-3377

11/1～4/27休業
キャンプサイト利用料金10％割引特典

11/1～4/19休業

オートリゾート滝野
オートキャンプ場 キ
北海道札幌市南区滝野247
国営滝野すずらん公園内　
☎011-594-2121

公園オリジナルグッズプレゼント特典

オートリゾート苫小牧 アルテン
「ゆのみの湯」他

北海道苫小牧市字樽前421-4
☎0144-61-4126

入浴料金割引　
大人600円➡500円

特典

オートリゾート苫小牧 アルテン
「オートキャンプ場」 キ

北海道苫小牧市字樽前421-4　
☎0144-67-2222

キャンプサイト・ログハウス・
キャビン・デッキハウス・
ロフトハウス・バンガロー
利用料金10％割引

特典

※他割引との併用不可。

北海道苫小牧市船見町2-6-8
☎0144-37-0770

回転寿司 海天丸 苫小牧店 他

お会計から5％割引特典

不定休休業

1/11～1/24整備運休予定休業

有珠山ロープウェイ 他
北海道有珠郡壮瞥町字昭和新山184-5
☎0142-75-2401

有珠山ロープウェイ
往復料金割引　
大人1,800円➡1,620円
小人   900円➡   810円

（さらに乗車のお客様には
オリジナルソフトクリーム
プレゼント）

特典

ノーザンホースパーク 他
北海道苫小牧市美沢114-7　
☎0144-58-2116

入園料割引　 
大人（中学生以上）
4/15～11/5 800円➡700円
11/6～4/9 500円➡400円

特典

4/10～4/14、5/13・14、
7/8～7/11
その他イベントにより定休あり

休業

※詳しくは公式ホームページをご確認ください。

道央北海道

ホテルニューオータニイン札幌 宿
北海道札幌市中央区北2条西1-1　
☎011-222-1111

※上記の料金は税・サービス料込です。※満室の場合はお断りさせていただきます。
※GW及びお盆期間は除外とさせていただきます。
※4/23は24:00～翌5:00まで全館停電予定

宿泊料割引特典

●スタンダードシングル（17㎡）
  ルームチャージ（素泊まり）
  16,940円➡平日13,000円・休前日15,000円
●スタンダードツイン（24㎡）
  ルームチャージ（素泊まり）
  30,250円➡平日20,000円・休前日25,000円
●スタンダードトリプル（26㎡）
  （ツイン＋エキストラベッド）ルームチャージ（素泊まり）
  35,090円➡平日27,000円・休前日31,500円

札幌国際ユースホステル 宿
北海道札幌市豊平区豊平6条6-5-35　
☎011-825-3120

一般通常宿泊料金から300円引特典
※他割引との併用不可。

三井ガーデンホテル 札幌ウエスト 宿
北海道札幌市中央区北五条西6-2-4
☎011-218-2231

宿泊者の駐車料金（1泊1室分）をサービス特典
※先着順となり事前のご予約は承りかねます。
※満車の場合は近隣の提携駐車場をご案内いたします。
※他割引との併用不可。

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 宿 他
北海道虻田郡ニセコ町ニセコ438　
☎0136-58-2500

❶一般通常宿泊料金から5％割引
❷夕食時ワンドリンクサービス

※❶❷は電話予約限定（割引特典は大人のみ有効）

※温泉清掃日は16:00頃より利用可。

❸日帰り入浴料金割引（9:00～21:00）
　大人400円引

特典

宿泊者の駐車料金（1泊1室分）をサービス特典

三井ガーデンホテル札幌 宿

※先着順となり事前のご予約は承りかねます。
※満車の場合は近隣の提携駐車場をご案内いたします。
※他割引との併用不可。

北海道札幌市中央区北五条西6-18-3　
☎011-280-1131

ちょい寝ホテル札幌手稲/ＲＶパーク手稲山麓 宿
北海道札幌市手稲区富丘3条7-1-58　☎011-688-8707

ちょい寝ホテル札幌手稲館内で利用できる「ちょい寝クーポン」200円分特典

ホテルウィングインターナショナル苫小牧 宿
北海道苫小牧市表町5-7-1　☎0144-33-0333

レイトチェックアウト 2時間無料（通常10時）特典

HUB HOKKAIDO SELECT SHOP 他
北海道北広島市 F ビレッジ1番地 THE LODGE 2F
☎080-4323-8935

商品ご購入時、乗船券提示でHUBセレクト
ちょっぴりアイテムプレゼント

特典

※10:00～19:00（年中無休）。



北海道施設MAP

マイカー・バイク
キャンペーン2023

乗用車・二輪車にてご乗船のお客様を対象にしたキャンペーンです。

ENEOS 大洗中央SS 特約店 他

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1870-2　☎029-267-3264
平日7:00～20:00／日・休日8:00～19:00
特典

※現金でのお支払いのみ有効。

❶ガソリンハイオク・レギュラー・軽油
　2円引／ℓ（灯油は除く）
❷洗車割引　
　素洗い洗車／通常 800円➡600円
　グローワックス／通常 1,200円➡1,000円

ENEOS Dr.Drive 苫小牧埠頭店 他

北海道苫小牧市入船町2-8-21　☎0144-34-5256
平日7:30～21:00 / 日・休日8:00～19:00

※車体形状によって料金は異なります。

特典 ❶ガソリンハイオク・レギュラー・軽油
　3円引／ℓ（灯油は除く）
❷洗車各種2割引
　水洗い洗車＋撥水効果
　①FK－2ダブル　②FK－3トリプル　③プリズムコート

上富良野町日の出公園
オートキャンプ場 キ

上野ファーム 他

利尻亀一 他

大雪 森のガーデン 他

風のガーデン 他

ハートランドフェリー 稚内支店 他

北海道立オホーツク公園
てんとらんどオートキャンプ場 キ

知床財団/
知床自然センター 他

北の知床観光 他

おけと勝山温泉ゆぅゆ 他

なよろサンピラー
ユースホステル 宿

サホロリゾートホテル 宿
サホロリゾート ベア・マウンテン 他真鍋庭園 他

紫竹ガーデン 他

十勝ヒルズ 他

六花の森 他

十勝千年の森 他

ノーザンホースパーク 他

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 宿 他

サケのふるさと千歳水族館 他

赤平エルム高原
オートキャンプ場 キ

HUB HOKKAIDO 
SELECT SHOP 他

オートリゾート苫小牧 アルテン
「オートキャンプ場」キ
「ゆのみの湯」他

道の駅ウトナイ湖
海鮮パーク 他

ハイランドふらの 他

羽幌沿海
フェリー 他

有珠山ロープウェイ 他

グリーンステイ洞爺湖 キ

オホーツク

根室 · 釧路

道北

十勝
道央

道南

苫小牧
白老町

回転寿司 海天丸 苫小牧店 他
ENEOS Dr.Drive 苫小牧埠頭店 他

ホテルニューオータニイン札幌 宿
札幌国際ユースホステル 宿

三井ガーデンホテル札幌ウエスト 宿
三井ガーデンホテル札幌 宿

ちょい寝ホテル札幌手稲/ＲＶパーク手稲山麓 宿

ホテルウィングインターナショナル苫小牧 宿

わかさいも本舗 ルスツ店 他

わかさいも本舗 洞爺湖本店 他

レストラン カウベル 他 　 炭火焼レストラン 牛の里 他
天野ファミリーファーム 他 　 ファームレストランウエムラ・ビヨンド 他
白老牛の店 いわさき ご馳走亭 他 　 白老牛の店 いわさき おもてなし亭 他

わかさいも本舗 登別東店 他

ハートランドフェリー 江差支店 他

宿 宿泊施設　 キ キャンプ場　 他 その他施設

北海道ガーデン街道

ファーム富田 他
とみたメロンハウス 他

寺坂農園メロン直売所 他

ペンション＆レストラン ラ・コリーナ 他

道央北海道

乗船券1枚につき、わかさいも1個プレゼント特典

わかさいも本舗 3店舗 他

[洞爺湖本店・登別東店・ルスツ店]

12/31営業時間短縮・元日休業

洞爺湖本店
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉144 ☎0142-75-4111
登別東店
北海道登別市中登別町96-6 ☎0143-83-3110
ルスツ店
北海道虻田郡留寿都村字泉川25-1 ☎0136-46-3100

※営業時間等はＨＰをご確認ください。

道南北海道

ハートランドフェリー 
江差支店 他
北海道檜山郡江差町江差港北埠頭　
☎0570-09-8010
特典 乗船時に、乗船券1枚につき

「ハートランドフェリー
オリジナルグッズ」を1個プレゼント

商船三井フェリー
公式ＳＮＳ

航海中や観光地の様子、
旬なオトク情報など、
様々なさんふらわあ情報を、
お楽しみいただけます。
是非、ご覧ください♪

お食事された方へ、ソフトドリンク1杯サービス特典

白老牛（提携6店舗） 他
レストラン カウベル
北海道白老郡白老町字石山112-14
☎0144-83-4567
炭火焼レストラン 牛の里
北海道白老郡白老町栄町1-6-13
☎0144-82-5357
天野ファミリーファーム
北海道白老郡白老町字白老766-126
☎0144-82-5493
ファームレストランウエムラ・ビヨンド
北海道白老郡白老町字社台289-8 ☎0144-84-3386
白老牛の店 いわさき ご馳走亭
北海道白老郡白老町字社台271-58 ☎0144-82-7352
白老牛の店 いわさき おもてなし亭
北海道白老郡白老町字社台271-44 ☎0144-82-5093

札幌


