分科会 テーマ２

2019年9月20日（金）
日本風景街道大学ニセコ羊蹄キャンパス
シーニックバイウェイとビジネス（活動の継承）

※依田勉三：帯広の本格的な開拓は、依田勉三の率いる
「晩成社(明治15年1月、現在の静岡県松崎町で結成)」一行
27人が、下帯広村に入植したことから始まった。

十勝川

十勝シーニックバイウェイ

トカプチ雄大空間
〜自然の恵みと人の営みが織りなす開拓大地〜

１．シーニックバイウェイ北海道 ルートマップ

＊2019年8月末現在で、
13の指定ルート、2つの候補ルート
約400団体が活動

１

２．十勝シーニックバイウェイについて
「食」と「癒し」で大地をつなぐ 十勝シーニックバイウェイ

２

「十勝」の魅力向上と発信のための、「食」と「癒し」を基本に 個性溢れる3つのルートが連携します。

⼗勝平野・⼭麓ルート

●十勝シーニックバイウェイ
十勝圏においては、平成18年5月に十勝平野・山麓ルートと
南十勝夢街道が同時にシーニックバイウェイ北海道の候補
ルートに。その後、平成20年5月にトカプチ雄大空間が候補
ルート（H22年５月１7日に指定ルートに認定）に加わり、現在は、
指定3ルートで活動を展開しています。
3つのルートがそれぞれ独自性を保ちながら、連携と協働を進
め、全体として十勝ブランドを強力に発信してくことを目的として
います。
基本
理念

トカプチ雄⼤空間

「十勝」の「食」
と「癒し」を基本
に連携します。

1

2

訪れる人に「育み」
「学び」「気づき」を
届ける活動をします。

3

魅力ある3つのルートが
集結し、世界に通用す
る十勝ブランドの実現を
目指します。

●十勝シーニックバイウェイは、特徴ある3つのルートで構成
◇豊かな森・眺望・アウトドア 十勝平野・山麓ルート
◇十勝人のルーツ・十勝のスイーツ トカプチ雄大空間
◇日高山脈・太平洋がシンボル 南十勝夢街道
●十勝シーニックバイウェイが目指すもの
◇3つのルートがそれぞれ、ルートの特性と独自性を高める
活動を展開します。
◇3つのルートが連携して活動を展開し、十勝ブランドを国
内外にアピールします。
◇3つのルートを巡るモデルルートを設定し、交流人口の増
加を目指します。

南⼗勝夢街道

３．トカプチ雄大空間のルート概要（１）

トカプチ雄⼤空間

トカプチ雄大空間 エリアマップ

●エリアの概要
当ルートは、道東十勝平野の中心に位置しており、1市7町にまたがってい
ます。軸として開拓の歴史を据え、母なる十勝川の河口から先人は入植し、
川を遡る過程で現在の音更町十勝川温泉エリアがあり、川の合流点を拠点
として農村エリアへと広がって行きます。
その周辺エリアの利便性として帯広市の中心市街地エリアにつながる「の」
の字のストーリーを描いており、情報という観点からは、その反対の方向で広
く外に展開するイメージを共有しています。
また、広大で平坦な畑作酪農地帯という地域特性から「高規格幹線道路」
「高所から地域を鳥瞰する」「先人の開拓の歴史」まで含めた四次元空間の
魅力が他にない見どころを提供するエリアです。
●ルート名「トカプチ雄大空間」
※トカプチのアイヌ語の語源は、「乳房」であり、十勝川河口がかつて二つの
乳房のように並んでいたことに由来しています。

◆代表・事務局： 代表：野村文吾 ／ 事務局：帯広商工会議所
◆構成自治体： 帯広市、音更町、芽室町、幕別町（忠類除く）、池田町、豊頃町、
浦幌町、本別町<2011年参画> （1市7町）
◆基幹ルート：
国道・38号・236号・241号・242号・336号、道道73号、
道東自動車道、帯広・広尾自動車道
◆団体数：
53団体（2019年6月末現在）

３

３．トカプチ雄大空間のルート概要（２）

４

ルートテーマ： 十勝型産業の創出と人口増加
●歴史：当ルートは、十勝平野の中核にあり、いまも訪れる人の絶えない「愛の国から幸福へ」の地を含む十勝圏中部エリア
である。自然と共生していたアイヌの文化は、十勝野地名や遺跡などにも多く残っています。一方、開拓は大津より、
依田勉三ら率いる「晩成社」の入植から始まり、十勝川を遡り帯広市まで至り、そこから農地の開墾へと広がって
行った。馬文化は、開拓や農耕と深く結びついて地域に根付いてきたものである。

ルート
ストーリー

●現在：開拓によってできた広大な農地の風景、大地の恵みから生まれる農産物やスイーツに代表される食文化、帯広市
中心部の北の屋台に代表される「人と人とのふれあい」、北海道遺産のモール温泉などの自然資源、これらにより、
当ルートは訪れる人の心を癒すようなエリアを形成している。
●将来の姿：この歴史と文化を踏まえた本ルートの活動により、農業など、地域の強みを活かした十勝型産業の創出と、地
域の活力の基本である移住・定住人口増に向け、経済活動、ボランティア活動、連携、活性化の４つの活動を
循環させていくことで、地域の持続可能な成長発展につなげる。
活動を持続させていくためには経済活動が不可欠です。
経済活動、ボランティア活動、連携、活性化の4つの活動を循環させ、螺
旋状に持続させ、短期的には交流人口増、中期的にはさらなる交流人口増
および長期滞在人口増、長期的には交流人口および長期滞在人口をさらに
増加させつつ、十勝型産業の創出と相まって移住・定住人口増につなげ、
地域を活性化させていく中で、人づくり・街づくりを行っていきます。

活動8ヶ条
●活動を通した街づくり・人づくり
●持続可能な活動
●地域がうるおう経済効果
●活発な情報発信
●大自然の善循環化を啓発
●開拓の歴史を活かしたストーリーづくり
●新たな価値の創造
●景観の美化・保全
活動理念図

「みどり」は色のみどりでもあり、
植物のみどりでもある。また、
「みどり」
食をはじめとした「みどり」から
の恵みや、本空間のイメージカラー
としての「みどり」であるなど、読み
取り方によっては全て「みどり」に集
約される考え方もある。このような
意味から、本空間を一言で表すこ
とばとして共通基本イメージとました。

共通基本イメージ

ルートイメージ図

３．トカプチ雄大空間のルート概要（３）

５

これまでの主な活動
◆トカプチ情報BOX事業
◆トカプチMAP（情報発信事業）
◆ライフコンシェルジュ事業
◆情報発信事業（ＨＰ・Facebook・YouTube）
◆人と未来をつなぐ100年の木プロジェクト
（十勝３ルート、大雪・富良野ルート、北海道ガーデン
街道協議会の連携事業）H24～

◆ルート会員限定 地域振興アイディア実現
プロジェクト
◆とかちファンクラブ
（旧トカプチめぐり券→GＳOチケット）
◆とかちファンクラブ スタンプラリー
（ＱＲコードラリースタンプラリー）
◆その他
・電子パンフレット告知ポスター作成
・様々なプロモーション活動
・ 「秀逸な道」指定箇所検討と現地検討会
等
取組みの概要は、次頁から紹介！

４．トカプチ雄大空間の活動（１）
①トカプチ情報BOX事業

６

②トカプチMAP（情報発信事業）

●H24年度から活動開始
●トカプチ雄大空間エリア内の各情報拠点に設置している
「トカプチ情報BOX」にルート内施設の観光パンフレット等
を設置し、事業者間で相互ＰＲを実施。
●Ｈ31.3月末で20団体、4月～9月の間月に1回補充を
行っている。
●主に観光施設に設置しており、設置しているパンフレット
も補充が必要になる等、需要も高いことから、今後も実
施をしていく予定。

●H24年から作成開始。エリア内のおすすめドライブルートの
紹介や観光ＰＲを含めたマップを作成。
●今年のテーマはサイクリングとして、実際に走行・検証し、
異なる2つのモデルコースを掲載。
●ルート内の各自治体協力の元、地元ならではの景観、歴史、
グルメ情報を掲載。ライフコンシェルジュおすすめの情報を
掲載し、独自性のあるマップ構成としている。
●ルートマップに対応したＨＰを制作して製作し、Facebookと併
せて最新情報や詳細な所在地などの情報発信を予定。
●配布箇所は、ルート内観光拠点を中心に配布中。

エリア内 自治体ごとのおす
すめスポットの詳細（表面）▼

事業所に設置されている
情報ボックス
▲おすすめスポットやモデルコース等
を紹介（中面）

４．トカプチ雄大空間の活動（２）
③ライフコンシェルジュ事業

◆街なか散策ツアー

●十勝の魅力・生活の楽しみを伝える「ライフコンシェルジュ」
（ご当地風土アドバイザー）の育成事業。
●Ｈ２４年から本格的な活動を開始。
●主なガイド活動は、十勝川温泉にある「シーニックカフェ 十
勝が丘展望台」やJR駅構内「幸福駅」インフォメーション等
へのライフコンシェルジュの派遣がある。
●今後も活動の場を増やすとともに育成に力を入れていく。
● H30年度は、ライフコンシェルジュを対象としたワークショッ
プや講習会を開催したほか、人材の掘り起こしを目的にライ
フコンシェルジュの体験会なども実施し、今後も継続していく。
JR帯広駅
構内

地元の豊かさを自ら感じ楽しむ
地元の生活スタイルを伝える

親まれ親身になれる人間性

７

YouTube
2019街なか
散策プレツアー

ひと＝癒し

ルート会員限定 地域振興アイディア
実現プロジェクト（P9参照）で採択された
今年度からの新規事業。
１．目 的
(1)ライフコンシェルジュの観光案内活動の拡充
(2)ライフコンシェルジュによる観光案内の熟練度向上
(3)収益事業モデルの構築検討
(4)観光客へのおもてなし・満足度の向上
２．事業内容
ライフコンシェルジュが十勝・帯広の歴史や食について
の説明を行いながら観光客と一緒に街なかを散策する
ツアーチラシ（表紙）
短時間ツアー(有料)を実施。
期間中、JR帯広駅前バスターミナル内「りくる」窓口でレンタサイクル客への観光案内
などのライフコンシェルジュ活動を行い、本事業の申し込みがあった際にツアーを実施。
ライフコンシェルジュ
『街なか散策ツアー〜帯広のまち・朝ドラで大活躍『雪月』をめぐる旅〜』
◇と き／9月1日〜10月27日の間の毎週土日祝実施
10:30〜12:00、13:00〜14:30の2回実施
◇受付場所／エコバスセンターりくる（帯広駅前バスターミナル前）
◇料 金／お1人さま1,000円（税込）

講習会
ベスト・シーニック・バイウェイズ・プロジェクト2014
最優秀賞／観光部門賞 受賞！！

ツアーチラシ（中面）

４．トカプチ雄大空間の活動（３）

⑤人と未来をつなぐ100年の木プロジェクト（広域連携）

④情報発信（ＨＰ・Facebook・YouTube）
●当ルートでは「情報発信」に特化し、下記の媒体を活用して、
十勝シーニックバイウェイおよび、当ルートの活動や取組み、
観光情報等を積極的に情報発信をしている。
●管内の自治体や商工会・観光協会と連携して情報を入手し、
観光だけでなく、幅広い情報をリアルタイムで情報発信中。
〇十勝シーニックバイウェイＨＰ
・十勝平野・山麓ルート ・トカプチ
雄大空間 ・南十勝夢街道それ
ぞれのページを設定。Facebook・
Twitterと連動して、固定情報（HP）
とリアルタイム情報（SNS）と、情報
内容に合った情報発信を実施。

８

●シーニックバイウェイ北海道の上川と十勝圏にある４ルート（大雪・富良
野ルート、十勝平野・山麓ルート、トカプチ雄大空間、南十勝夢街道）と
北海道ガーデン街道協議会が協働し、子供たちの未来に大きな贈り物
をしたいという願いから、「人と未来をつなぐ100年の木プロジェクト」を立
ち上げ、取り組みを進めている。
本プロジェクトは、北海道観光の「道しるべ」となる「サインツリー」を地
域と一緒に上川から十勝間の幹線道路の沿道（延長約220㎞）に植樹
を行い、訪れる人々に、景観の優れた（シーニック
バイウェイ）箇所、並木、花壇や庭園（ガーデン）等
を案内、おもてなしを行うもので、次の４つを主な
目的とした植樹を実施することにより、地域振興・
観光振興につながることを目的としている。

トカプチ Facebook

① 案内誘導やおもてなしのための道しるべ
（サインツリー）／樹種：ヤマナラシエレクタ
② 美しい沿道景観の創出
③ 地域ブランドや地域の魅力向上
④ 道路の交通環境の向上

・発信する情報は、現地取材を行い、
取材対象者の顔写真を紹介する
など、「顔が見える」発信を工夫し
ている。
〇ＳＮＳ
・十勝シーニックバイウェイおよび、ト
カプチ雄大空間のFacebookを開
設。ＨＰの更新や自治体情報も含
めて月に5～10回程度更新
・YouTube
エリア内のモデルコースを動画で紹
介。十勝タグ旅（十勝○○婦人部
主催）と連携して、女子旅を企画、
動画で紹介。現在、十勝川イカダ
下りを取材し（写真・動画撮影）編
集中。

植樹エリア

◇十勝シーニックバイウェイエリアでの
植樹箇所数と本数
・十勝平野・山麓ルート 11か所・44本
・トカプチ雄大空間 8か所・35本
・南十勝夢街道 5か所・45本
トカプチ Instagram

ベスト・シーニック・バイウェイズ・
プロジェクト2012
優秀賞 受賞！！

新得町 狩勝峠5号目
十勝シーニックバイウェイＨＰ

５．トカプチ雄大空間の活動

９

テーマ２：シーニックバイウェイとビジネス（活動の継承） （１）

①とかちファンクラブ事業-その１-活動趣旨

スタート！

（旧トカプチめぐり券→GSOチケット→とかちファンクラブ）
●H22年度、指定ルート認定時より事業開始。
●目的：
トカプチめぐり券の事業を通じて、ルート内
の観光施設や見どころを「みち」でつなぎ、
互いの強みを連携させることから質・量とも
にボリュームを上げた情報発信を行うことを
目的として実施。
また、トカプチめぐり券のお得なサービスを
観光のお客さまに売り込み、トカプチ雄大空
H22年度
間のルート内の観光施設を巡ってもらい、
ひいては交流人口を増加させ持続可能な
経済活動を始める一助として取り組んでいる。

H22（2010）

チケット事業のこれまで
H23（2011）

H24（2012）

1,500円/枚
14施設利用
※参加店舗は、十勝シーニック
バイウェイ3ルートの各事務局を
通して募集し決定
※委託販売のみの事業所もある

開始時のチラシ

1冊で複数
人利用から、
一人1冊利
用に変更

H25（2013）

1,500円/枚
14施設利用
ここから対象エリアを
十勝管内に拡大

H26（2014）

1,300円/枚・22施設利用

H28（2016）

1,600円/枚・34施設利用

①1,300円/枚 ガーデン+スイーツ
②2,000円/枚 温泉+フード・ドリンク

2種類
①20施設利用・②18施設利用

H27（2015）

1,400円/枚
33施設利用

1,400円/枚
33施設利用

H29（2017）

H30（2018）

1,600円/枚・39施設利用

H31・R1（2019）
とかちファンクラブ
※会員制（300円/人）

トカプチめぐり券の概念図

1,600円/枚・55施設利用

令和元年度の取組みは、次頁⇒

５．トカプチ雄大空間の活動

１０

テーマ２：シーニックバイウェイとビジネス（活動の継承） （２）

②とかちファンクラブ事業-その２-令和元年度の取組
●令和元年度（2019）で、開始
10年目の事業となる、十勝の
施設をお得にめぐるチケット事業は、
名称や利用形態を毎年検討・改善
をしながら、今年度から形を変えて、
「とかちファンクラブ」として実施中。
●令和元年度（2019年4月～）は、
GSOチケットの売り上げや利用者数
が伸び悩んだため、まずは、地元に
魅力を認識してもらいながら旅行者
R元年度とかちファンクラブ
のファンを獲得することを目標とし、
「とかちファンクラブ」事業（右図）に形を変えて実施。（十勝
管内の周遊も促す）
●対象施設は、北の屋台を含む十勝管内32施設（トカプチ
25件、山麓ルート3件／南十勝ルート4件）が参加。
●入会料300円で各施設でお得な割引サービスが得られる。
●インスタフォトコンテストやスタンプラリー（ＱＲコードラリーを
変更）の連動企画（次項参照）を同時開催し、チラシにも掲
載し、ＰＲを行っている。 ●とかちファンクラブ会員証を見せると対象のサー
ビスが得られる。また、店舗のスタンプを押しても
らって商品が当たるスタンプラリーができる。
ベスト・シーニック・バイウェイズ・プロジェクト2012 最優秀賞 受賞！！

③とかちファンクラブ事業の連動企画
スタンプラリー・インスタフォトコンテスト（連動企画）
●当初は、エリア内の事業所（店舗）
と連携して、ＱＲコードラリー単独で実施。
●H30年度から、より相互送客と周遊を促
すためにチケット事業・ＱＲコードラリー・
インスタフォトコンテストの連動企画で、
事業を実施している。
募集要綱
●インスタフォトコンテストは、H30年度から実施。
●ＱＲコードラリーは、チケット事業の利用を促すために、本年度からスタン
プラリーとして実施。
＜実施内容＞
・スタンプラリーは、全施設を周ってスタンプの数が多くなるとグレード
アップした賞品に応募できる。また、普段訪問されないお客様の呼
び込みが期待できる。（QRコードラリーから変更、H30：277人参加）
・当ルートの Instagram アカウント（@tokapuchiyudai）をフォローし、特
典店舗の写真に指定した＃（ハッシュタグ）をつけて投稿すると、入
賞者には豪華プレゼントが当たる。
・インスタフォトコンテスト大賞受賞者に、特典店舗を巡ってもらい写
真と旅の投稿を依頼。（昨年度から開始：609件応募）
ファンクラブ参加事業施設へ訪問してもらい写真を投稿。
独自の＃（ハッシュタグ）をつくり、十勝ファンづくりとして活用する。
【オススメスタンプラリー（カードラリー）】
・会員証には各施設の近隣特典店舗のオススメカードを挟み込むた
め、相互送客が期待できる。
（オススメカードには、表面に施設情報、裏面に特典提供施設から
一番近い施設を掲載。オススメカードに記載されている特典提供
施設から一番近い施設に来店されたお客さまにボックスティッシュ
をプレゼントすることで、次の施設への送客へつなげる。）

５．トカプチ雄大空間の活動
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テーマ２：シーニックバイウェイとビジネス（活動の継承） （３）

④「雄大空間創造茶話会「未来バル」

（旧 代表及び組織の在り方検討委員会）

●目的： 組織設立から10年以上が経過したが、同一のメン
バーが主活動を担っているため活動が恒常化している。
そのため、組織の今後のあるべき姿に立ち返り今後の体制
づくりを強化し、新しいシーニックバイウェイ活動に繋げるこ
とを目的として、平成29年度から検討を始め、平成30年
度に「雄大空間創造茶話会「未来バル」」を立ち上げ、組
織等の見直しを図っている。

＜未来バルの取組み＞
会員の関わりを増やす

雄⼤空間創造茶話会
「未来バル」
会員から役員7名・会員6名
を選出

◆平成30年度～現在も継続中
◆毎月1回・2時間程度開催
◆会議やランチ、懇親会等、様々な会議スタイルで開催
◆1年半の間で計18回の「未来バル」を開催
現 現在のルート活動は、収益事業、ボランティアガイド事業、
観光マップ制作、Facebook・HP・Instagramによる情報発信
状 といった多岐にわたる事業を展開。
課 事業内容が多⾓化し、継続的な活動が中⼼になり、会員の⾃
主性・積極性を育む余地が無くなっているのではないか。
題 （同⼀メンバーでの活動が多い）
①上記を受けて、「雄⼤空間創造茶話会「未来バル」」（旧
代表及び組織の在り⽅検討委員会）を設置⇒「未来バル」と
して発展的に継続中。ルート内の交流強化や新規事業実施に
取 ついて議論・検討を続けている。
組 ②ルート設⽴当初の原点に戻って議論を重ねた結果、「会員
限定 地域振興アイディア実現プロジェクト」を⽴ち上げ、
H30年度にルート会員を対象とし「やりたい事業」を募集し、
現在活動している。次年度も実施予定である。（P13記載）

新たな取り組みにつなげるために

新規：会員限定地域振興
プロジェクト
今後の体制づくりや会員の取り組
みたい事業を検討し、「会員限定
地域振興プロジェクト」を⽴案。
2019年 ルート組織図
部会以外の新しい活動の展開を期待

プロジェクト実施結果
会員全員を対象とし、アイディアを募集。⾃らが取り組みたい事業を提
案し、トカプチ雄⼤空間が出資する「アイディア実現プロジェクト」
（※次⾴ p13で紹介。）の実施により、会員の希望する事業が⾃由に
取り組める体制になった。
今年度もアイディアプロジェクトを実施予定

プロジェクトの効果
各⾃が希望する事業が実施できることで⾃主性と積極性を育める。

５．トカプチ雄大空間の活動

１2

テーマ２：シーニックバイウェイとビジネス（活動の継承） （４）
2019年度実施：地域振興アイデア実現プロジェクト採択事業

⑤ルート会員限定 地域振興アイディア実現プロジェクト

事業名：ドローン撮影・配信による情報発信

事業名：街なか散策ツアー

会員に「やりたいこと」を募集

会員限定 地域振興アイデア実現プロジェクトでは

将来の収益事業を⽬指したライフコ
ンシェルジュによる有料のツアーを
施⾏（感じる部会連携）
P7で紹介

紫⽵ガー デン

未来バルの議論・検討を経て、新しく会員限定地域振興プロジェクトプ
ロジェクトを⽴案。全会員が応募・参加できることで平等性・積極性・
⾃主性に配慮し、地域のために⾃らが取り組みたい事業を募集した。

空撮した観光地をYouTubeや
Facebookに投稿し、情報発信を強化
（知る部会連携）
P8で紹介

六花亭

関係者により審査会を実施
北の屋台

⼗勝川イカダ下り

会員限定 地域振興プロジェクト審査会では
会員・部会から応募された6件の事業に対して、プレゼンテーションに
よる審査会を実施し、右記、4件の事業を採択。2019年度に実施中。

帯広駅
事業名：アグリンピック事業

事業名：とかちファンクラブ広報事業

今
後
の
展
望

農業＋運動を組み合わせた観光客や
イベントに対応した、新しいアク
ティビティ（⼀部補助）

トカプチ雄⼤空間の収益事業（とか
ちファンクラブ事業）の広報活動
（楽しむ部会連携）
P10で紹介

・⾃らが発案し取り組みを
希望する事業を実施する
ことで、会員⾃⾝が積極
的に考え・取り組み・改
善する⾏動に繋がり、地
域が活性化することが期
待される。

とかちファン
クラブの実施
および
PR活動

※ルート役員、
⾏政、ルート
コーディネー
ター等、関係者
による審査会を
実施（会員がプ
レゼン発表）

・設⽴当初の活動の機運が
⾼まり、ルート内活動の
活性化にも期待。

アグリンピック
開催の様⼦

審査会の様⼦

※会員企業が主体
となって実施

参考資料
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【ＧＳＯチケットデータ】
年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

チケット名

トカプチめぐり券

トカプチめぐり券

トカプチまる得めぐり券

とかちガーデン・
スイーツ・温泉チケット

とかちガーデン・
スイーツ・温泉チケット

とかちガーデン・
スイーツ・温泉チケット

とかちガーデン・
スイーツ・温泉チケット

とかちガーデン・
スイーツ・温泉チケット

とかちガーデン・
グルメ・温泉チケット

定価

1,500円

1,000円

①1,200円 ②2,000円

1,300円

1,400円

1,400円

1,600円

1,600円

1,600円

売上冊数

86冊

330冊

①237冊 ②89冊
計326冊

2,049冊

3,952冊

※内120枚は旅行代理店

※内1,202冊は旅行代理店

3,070冊

1,850冊

1,367冊

1,107冊

期間

7月10日～9月30日

7月1日～11月30日

4月28日～10月14日

4月27日～10月14日

4月26日～10月13日

4月21日～10月12日

4月20日～10月10日

4月23日～10月22日

4月22日～H30年10月21日

内容

スイーツ券2枚フード・ドリン
ク券2枚＋ガーデン・温泉利
用券2枚、割引チケット2枚、
ばんえい十勝入場料無料
クーポン券付き

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴で使える
共通利用券3枚＋ばんえい
十勝入場料無料クーポン券
付

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴・その他
施設で使える共通利用券3
枚＋ばんえい十勝入場料無
料クーポン券付

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴・その他
施設で使える共通利用券3
枚＋ばんえい十勝入場料無
料クーポン券付

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴・その他
施設で使える利用券6枚＋
ばんえい十勝、レンタサイク
ルの無料クーポン券付

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴・その他
施設で使える利用券6枚＋
ばんえい十勝、レンタサイク
ルの無料クーポン券付

ガーデン入場・スイーツ（飲
食引換）・温泉入浴・その他
施設で使える利用券6枚＋
ばんえい十勝、レンタサイク
ルの無料クーポン券付

通常利用料金最大3,100円
分利用可能。チケット1冊は1
か所ですべて使っても良い
ので、数人でシェアすること
も可能。使い勝手の良い、自
由度の高いチケット。

通常利用料金最大3,100円
分利用可能。チケット1冊は1
か所ですべて使っても良い
ので、数人でシェアすること
も可能。使い勝手の良い、自
由度の高いチケット。

通常利用料金最大3,100円
分利用可能。チケット1冊は1
か所ですべて使っても良い
ので、数人でシェアすること
も可能。使い勝手の良い、自
由度の高いチケット。

通常利用料金最大4,100円
分利用可能。チケットは1人
につき1冊ずつ利用可能。商
品数は68。

通常利用料金最大4,710円
分利用可能。チケットは1人
につき1冊ずつ利用可能。商
品数は55。

通常利用料金最大約4,000
円分利用可能。チケットは1
人につき1冊ずつ利用可能。
商品数は53。

①ガーデン＋フード・ドリン
ク・・・・・・ガーデン入場券1
ガーデン・温泉入場券1枚＋
枚＋スイーツ・フード・ドリン
ドリンク・フード券2枚、ばん
ク券2枚
えい十勝入場料無料クーポ
②温泉＋フード・ドリン
ン券付き
ク・・・・・温泉入浴券1枚＋
フード・ドリンク2枚

スイーツ2つ、フード・ドリンク ガーデン入場もしくは温泉入 サービス内容によって、金額
2つ、ガーデン・温泉2回入場 浴を1回、ドリンク・フードを2 が異なる2種類のチケット。
好みによってチケットをチョイ
ケット付き。 計9つのサービ 2100円のサービスが利用可 スできるため、お得に利用可
スが受けられる。
能。
能。

使い方・特徴 可能。その他お得な割引チ 回楽しめるチケット。最大

対応エ リア

十勝中部（1市5町）

十勝中部（1市5町）

十勝中部（1市5町）

十勝中部（1市5町）

十勝管内（1市9町2村）

十勝管内（1市11町1村）

十勝管内（1市12町2村）

十勝管内（1市12町2村）

十勝管内（1市12町２村）

参加店舗数

14施設

17施設

①20施設 ②18施設

22施設

33施設

33施設

34施設

39施設

（無料クーポン・北の屋台20
店舗含む）

販売店舗数
（ 旅行代理店
除く）

20か所

38か所

41か所

51か所

70か所

68か所

70か所

84か所

55ヵ所

契約旅行
代理店数

無

無

無

４社

５社

3社

3社

２社

２社

55施設

●H26年、H27年の売り上げ冊数の減少は、減少は代理店での売り上げが落ちたことが要因。
●H28年からの売り上げ冊数の減少は、今まで１冊で複数人利用できた仕様を、1人1冊と使用制限をかけたことが要因と推測。
変更した理由は、周遊が目的で始めたチケット事業にも関わらず、1冊で複数人がガーデン等の同じ施設に使用される方が多く、
当初の目的から外れることを考え、変更を行った。
●H28年8月 台風10号等の自然災害、H30年の胆振日高地震による影響で北海道全体で観光客が減少。

