●

オリオンツアー「Kira-Kiraクーポン」利用可能店舗一覧

Kira-Kiraクーポンのお問い合わせは…株式会社オリオンツアー予約センター 050-5541-6855

最終更新日：2020年1月1日

● 本クーポン券は当書面に記載した店舗にてご利用戴けるオリオンツアーオリジナルのクーポン券となります。
● 別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
● 商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
● 本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
● 本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。当書面ではご利用戴けませんので必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。
● タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。その他各条件については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。

モバイル端末からも
利用可能店舗一覧を

● 利用可能店舗はページ右上の「最終更新日」現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
※ 営業時間・休業日はご利用前にお客様よりご確認いただきますようお願い致します。
エリア別インデックス

◆

P1 [1]札幌・新千歳・千歳・夕張・小樽・登別・洞爺 P2 [2]函館・北斗・大沼エリア
P4 [5]富良野・美瑛・層雲峡エリア

P3

[3]とかち・帯広・サホロエリア

見れます(PDF)

[4]旭川エリア

P5 [5]北見・女満別・網走エリア [6]釧路・屈斜路エ

[1]札幌・新千歳・千歳・夕張・小樽・登別・洞爺エリア
新千歳

新千歳空港(※利用可能店舗は別紙参照)
北海道の空の玄関口、新千歳
空港。館内には道内各地のお
みやげ・グルメ・エンタメスポット
が大集合！朝から晩までいても
150
楽しみきれないビッグエアポート
です。空港内の約150店舗以上
でグルメ・お土産購入にご利用
戴けます。店舗リストは[別紙1]をご
お土産
飲食
覧ください。
空港

その他

札幌市北区北6条西4丁目札幌駅構内 TEL：011-261-8655

札幌

元祖さっぽろラーメン横丁(※利用可能店舗は別紙参照)

札幌

小樽

お土産

駅弁

駅構内

その他

駅構内

その他

駅構内

その他

札幌市北区北6条西4丁目札幌駅構内 TEL：011-261-8655

札幌

プレミアホテル中島公園札幌
自然豊かな中島公園に隣接し
たホテル。客室の窓の向こうに
は自然豊かかつスタイリッシュ
な札幌の街が広がり季節ごとに
北国ならではの四季折々の景
観や輝く夜景を映します。

その他

その他

小樽市稲穂2-22-15小樽駅構内 TEL：0134-22-7241

お土産

札幌

ホテル

駅構内

オルゴール堂®海鳴楼本店 / かふぇ自鳴琴
小樽でしか買い求められない海
鳴楼ブランドのハンドメイドオル
ゴールが並びます。制作体験工
房も併設。旅の思い出に、大切
な方への贈り物に、世界にたっ
た一つのオルゴールを作れま
す。建物は明治26年に旧第百
十三銀行小樽支店として建築さ
飲食
れた小樽市の歴史的建造物。
その他

小樽市堺町1-20 TEL：0134-23-6505

洞爺

昭和新山熊牧場
たくさんのヒグマが広い熊牧場
の園内で遊んだりくつろいだりし
ている様子を間近に見ることが
出来ます。可愛い様子から大迫
1
力の声まで楽しめます。餌やり
体験では、人間が手にえさを
持っているのを見つけるとクマ
は立ち上がり、手招きするクマ
お土産
も！
その他
有珠郡壮瞥町昭和新山183 TEL：0142-75-2290

札幌

お土産

カフェ・セゾン、ラ・プロヴァンス、和乃八
窓庵、21CLUB、トゥエンティーワン、各
店舗におけるルームサービスでご利用
いただけます。

札幌市中央区南2条西8丁目6-1 TEL：011-272-0555

小樽

人力車観光えびす屋
小樽観光に華をそえる人力車
観光にご利用戴けます。小樽運
河周辺などメジャーな名所案内
はもちろんの事、ガイドブックに
は載っていない「地元スタッフな
らではの穴場」を、季節に合わ
せてご紹介していきます。中央
橋・浅草橋周辺などでスタッフ
がお待ちしております。
その他

小樽市色内2-8-7 TEL：0134-27-7771

夕張

札幌市場外市場北のグルメ
温かいふれあいを大切にし、市
場らしく対面販売を中心とした
活気あふれる海鮮市場です。広
い店内には産地直送の魚介類
や海産物、北海道の特産品な
どを豊富に取り揃えています。
ホテル・駅から市場まで無料の
送迎も承ります。

ホテルマウントレースイ
重慶火鍋専門店「劉一手」・バイ
キング「ルピナス」・カフェ「リラ」
及び2階ホテルショップにて館内
利用券としてご利用戴けます。

札幌市中央区北11条西22丁目4-1 TEL：011-621-3545

札幌

お土産
ホテル

シャトレーゼガトーキングダムサッポロ
札幌市北部の東茨戸にあり、館
内には温泉・プールが完備され
たリゾートホテル。お菓子メー
カーのホテルだからこそのス
イーツ・お料理に定評！館内利
用券としてプール・温泉・レスト
ラン・売店にてご利用戴けます
が一部店舗では利用できませ
飲食
ん。また、定休日等もあります
その他 のでご注意下さい。

札幌市北区東茨戸132 TEL：011-773-2211

小樽

お土産

海鳴楼グランドパーク小樽店
海鳴楼ブランドのオルゴールを
はじめ、ガラス、アクセサリーな
どのセレクトショップです。注文
オルゴール、組み合わせオル
ゴールのほかに、自作オルゴー
ルの工房コーナーが併設され、
オルゴールの制作体験をお楽し
みいただけます。
その他

小樽市築港11-3グランドパーク小樽2Ｆ TEL：0134-23-6504

東室蘭

駅売店「四季彩館」東室蘭店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

お土産

飲食

お土産

駅弁

ホテル

その他

駅構内

その他

夕張市末広2-4 TEL：0123-52-2211

洞爺

札幌市北区北6条西4丁目札幌駅構内 TEL：011-219-1554

札幌

その他

札幌市中央区南5条西3丁目8

その他

駅弁

札幌市北区北6条西4丁目札幌駅構内 TEL：011-219-1554

その他

飲食

お土産

小樽

さっぽろテレビ塔展望台
大通公園の一番端に建つランド
マーク、さっぽろテレビ塔の展望
台入場券としてご利用いただけ
ます。地上約90メートルの展望
台からは、大通公園や日本海、
石狩平野など札幌市全域を一
望できます。昼と夜で異なる雰
囲気を楽しむのもおすすめ。

お土産

駅売店「四季彩館」小樽店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

駅売店「四季彩館」札幌北店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
1
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

駅弁

飲食
札幌市中央区南３条西4丁目 TEL：011-207-8000

札幌

お土産

その他
キリンビール園アーバン店
ジンギスカンと北海道味覚、工
場直送一番搾りを満喫！ジンギ
スカンを「よりおいしく」召し上
がっていただくために、徹底した
品質管理を実施。キリンビール
園では各種ご宴会も承っており
ます。

駅売店「四季彩館」札幌西店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

駅弁

飲食

札幌

札幌

お土産

元祖さっぽろラーメン横丁は半
世紀にも及び市民に親しまれて
きた北海道を代表するスポット
のひとつ。各店の趣向を凝らし
た1杯、お腹と心を満たす世界
を唸らせる選び抜かれた17の
名店がお待ちしています。

札幌市中央区南5条西3丁目8

駅売店「四季彩館」札幌西店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
1
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

有珠山ロープウェイ
地球の息吹が体感できる有珠
山へ片道6分の空中散歩。眼下
に広がる大パノラマを独り占
め！山頂駅すぐ横の「洞爺湖展
1
望台」からは昭和新山・洞爺湖
が見渡せ、記念写真におすす
めです。

お土産

室蘭市東町2丁目29-4 TEL：0143-44-3210

登別

札幌市場外市場北のグルメ亭
北海道各地から直送の魚介を
使った海鮮料理を、お気軽に楽
しめます。最高に美味しい北海
道をご堪能ください。また、併設
の「海鮮市場北のグルメ」でお
求めいただいた食材を、料理人
がその場で調理させていただく
こともできます。ホテル・駅から
飲食
市場まで無料の送迎も承りま
その他 す。

札幌市中央区北11条西22丁目4-1 TEL：011-621-3545

小樽

ポプラファーム小樽店
北海道スイーツ「サンタのヒゲ」
はここだけのデザート。メロンの
上に、さっぱり味のソフトクリー
ムをトッピング。グループやご家
1
族で仲良く一つをたべるのもよ
し、一人で満喫するもよし！小
樽散策の休憩などにぜひお立
ちよりください。
お土産
飲食
その他
小樽市色内1-1小樽出抜小路内 TEL： 0134-34-1772

小樽

小樽朝里クラッセホテル
小樽の奥座敷・朝里川温泉に
位置するホテル。館内利用券と
してレストラン・売店にてご利用
戴けます。

お土産

飲食

ホテル

その他

宿泊者限定 TEL：0134-52-3800

千歳

サケのふるさと千歳水族館
淡水では日本最大級の水槽を
有する水族館で、館内ではサケ
の仲間や北海道の淡水魚を中
心に、世界各地の様々な淡水
1
生物を観察できたり四季折々の
千歳川の生き物たちの営みを
間近を観察することができま
す。入館券や館内利用券として
ご利用戴けます。
その他

千歳市花園2丁目312 TEL：0123-42-3001

大黒屋プラザ
登別温泉の温泉街の中にある1
店。オリジナルの「タコかつ」や
登別ブランド推奨品の「のぼり
べつとろ～りプリン」は人気商品
1
の一つ！その他道内の土産品
も揃います。

お土産
その他

有珠郡壮瞥町字昭和新山184-5 TEL：0142-75-2401

その他
登別市登別温泉町76 TEL：0143-84-2019
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[2]函館・函館北斗・函館大沼エリア
函館

駅売店「四季彩館」JR函館店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
1
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい(総合お土
産コーナーでの利用となります)
お土産
駅弁
駅構内

その他

函館市若松町12-13函館駅駅舎内 TEL：0138-83-2966

函館

飲食

函館山ロープウェイ
世界三大夜景のひとつとしても
有名な函館山。標高334ｍの山
頂まではロープウェイで約3分。
春には桜、夏には漁火など、四
1
季折々の表情が楽しめ枡。函
館湾と津軽海峡に挟まれたエ
キゾチックな光の美しさを確か
めてみませんか。函館山ロープ
ウェイの乗車券購入にご利用い
その他 ただけます。

函館市元町19-7 TEL：0138-23-3105

すずや食堂

1

お土産

函館

函館
函館朝市で海鮮丼が食べられ
る人気のお店。厳選した新鮮な
食材だけを仕入れ、安心してお
客様にお食事をお楽しみいただ
けます。季節に応じて様々な食
材をご用意しております。素材
にこだわった最高の一品を、是
非お楽しみください。

船岡商店

お土産

その他

その他

函館市若松町10-4 TEL：0138-26-9695

函館市若松町10-4 TEL：0138-26-0123

函館

五島軒本店・雪河亭
明治12年創業の函館の歴史と
ともに歩んできた老舗レストラン
です。フルコース、ロシア料理や
英国風カレーなどのお食事が楽
1
しめます。お食事券としてご利
用戴けます(予約はディナーのフル
飲食

五島軒本店・Ashibino
老舗西洋料理レストラン「五島
軒」本店内に構える五島軒の売
店。人気カレーを缶詰やレトルト
で種類豊富に揃え、観光客にも
1
評判のオリジナルスイーツも販
売するスイーツ＆デリカショッ
プ。老舗レストランの重厚な雰
囲気を感じながら、思い出に残
お土産
るショッピングが楽しめます。

その他
函館市末広町4-5 TEL：0138-23-1106

函館

空港

函館市末広町4-5 TEL：0138-23-1106

はこだて手ぶら観光
湯の川
ご旅行や出張の際に手荷物が
多くてすぐに観光や仕事に行け
なかったり移動が大変だった経
験ないですか？空港から宿泊
1
先まで大切な手荷物をお運びし
ます。手荷物だけ別行動すれば
身軽にスムーズに行動できま
す！函館空港店のみ
※配送代：
その他 1個片道600円往復1,150円 ホテル

函館市高松町511函館空港内 TEL：0138-36-7888

函館市湯川町3-10 TEL：0138-36-2000

マルジュウフーズ
函館朝市に店を構えるマルジュ
ウ船岡商店の姉妹店。店内の
大きな水槽には、超特大サイズ
のタラバガニや毛ガニが。旬の
1
時期にはメロンなどの青果品が
揃う。商品について丁寧に説明
するので、お気軽にお問い合わ
せを。

函館市末広町4-5 TEL：0138-23-1106

函館

五島軒・プロミエルカモイ十字街店
電車通り沿いに建つ「五島軒十
字街プロミエル・カモイ店」は、
気軽にカレーや洋菓子などのお
食事・購入ができる昔から市民
1
に人気のお店です。お土産物も
豊富で、日もちのする焼き菓子
や五島軒レトルトカレーをライン
ナップ。実際に店舗で使用して
お土産
飲食
いる食器類も購入でき、お買い
その他 物が楽しめます。
函館市末広町5-20 TEL：0138-23-3560

湯の川

湯の川温泉-笑-函館屋

湯
の

飲食
その他

予約の際にkira-kiraクーポンを持ってい
る旨をお知らせ下さい。北都交通函館
駅前カウンター窓口または乗車時にバ
スガイドへクーポンをお渡しください。

TEL：0138-57-4000

お土産

函館

ホテル

函館タクシー
函館市内を走るタクシー。全車
にGPS衛星を利用した配車シス
テムを搭載。早く・安全に一番
近い車を配車。近距離でもご遠
1
慮なくご利用下さい。区間利用
や観光タクシーの料金にご利用
いただけます。誤って他のタクシー会
社に乗車した場合の補償はできません。

その他

※配車料金はかかりません。
※函館タクシーに限ります。

函館市日乃出町22-38 TEL：0138-51-0168

函館

ラーメンすずや
函館朝市ひろば内にある「すず
や食堂」のラーメン店。函館で
ラーメンをお楽しみいただけま
写真なし
す。
1

飲食
その他

その他

函館

コースのみ、お待たせする場合があ
りますので元町散策前等、お時間に
余裕を持ってご利用下さい)

北都交通・函館支店(要事前予約)
函館市内・湯の川発着を中心に
運行する定期観光バスにご乗
車いただけます。人気の函館山
への観光や周辺をまわる1日
1
コースなど函館観光にご活用く
ださい。
※要事前予約
その他

函館
朝市の入り口（旧シーポート側）
の好位置にあるお店。店内奥に
はすずや食堂があります。朝市
で販売されているほぼ全ての商
品を取り揃えています。新鮮な
海産物の他にも季節の青果や
野菜、お菓子、乳製品などあり
ます。

1

函館

函館市末広町4-5 TEL：0138-23-1106

函館

函館カレーEXPRESS五稜郭タワー店
五稜郭タワーの2Fに入る本店
の味をそのままにレトロモダン
＆カジュアルをコンセプトにした
カレーレストランです。初代料理
1
長が箱館戦争で戦った五稜郭
の地で、函館の風土に育まれた
伝統の味とサービスをお手頃価
格でお気軽にお楽しみ下さい。
飲食
その他

函館市五稜郭町43-9五稜郭タワー2F TEL：0138-52-5811

湯の川温泉湯元啄木亭
函館大沼 ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗
新函館北斗駅の目の前に立
函館空港にもほど近い源泉か
け流しの展望露天風呂が自慢
地、1階にはおみやげも購入で
の宿。夕食バイキングの目玉は
きる「ほっくる」が併設されるホ
道南エリア18市町の食材・郷土
テル。ホテルを拠点に大沼や北
料理・ご当地グルメなどをモ
斗周辺などの観光拠点に最適
です。レストラン利用・お部屋の
チーフに開発したオリジナル料
アップグレード・レイトチェックア
理。館内利用券としてご利用い
ウトにご利用いただけます。
ただけます。
飲食
飲食
その他

函館市湯川町1-18-15 TEL：0138-59-5355

ホテル

その他

北斗市市渡1-１-７ TEL：0138-77-5055
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●

オリオンツアー「Kira-Kiraクーポン」利用可能店舗一覧

Kira-Kiraクーポンのお問い合わせは…株式会社オリオンツアー予約センター 050-5541-6855

最終更新日：2020年1月1日

● 本クーポン券は当書面に記載した店舗にてご利用戴けるオリオンツアーオリジナルのクーポン券となります。
● 別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
● 商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
● 本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
● 本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。当書面ではご利用戴けませんので必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。

モバイル端末からも

● タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。その他各条件については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。

利用可能店舗一覧を

● 利用可能店舗はページ右上の「最終更新日」現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
※ 営業時間・休業日はご利用前にお客様よりご確認いただきますようお願い致します。
エリア別インデックス

◆

P1 [1]札幌・新千歳・千歳・夕張・小樽・登別・洞爺 P2 [2]函館・北斗・大沼エリア
P4 [5]富良野・美瑛・層雲峡エリア

[3]とかち・帯広・サホロエリア

[4]旭川エリア

P5 [5]北見・女満別・網走エリア [6]釧路・屈斜路エ

[3]とかち・帯広・サホロエリア
帯広

駅売店「四季彩館」帯広店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

お土産

駅弁

駅構内

その他

帯広

お土産

帯広はげ天
昭和9年創業、受け継がれた伝
統の製法で帯広人に愛され親
しまれている伝統の味が楽しめ
る豚丼店です。おいしい北海道
の素材をふんだん使ったメ
ニューと、ゆったりとしたスペー
スで、心を込めておもてなしいた
します。
飲食
その他

帯広市西1条南10 TEL：0155-23-4478

帯広

お土産

十勝ヒルズ

飲食

帯広

駅構内

帯広市西2条南12帯広駅構内 TEL：0155-67-6660

帯広

幕別町字日新13番地5 TEL：0155-56-1111

サホロ

お土産

サホロベアマウンテン
北海道を代表する野生のエゾヒ
グマ達に出会える観光スポッ
ト。園内は整備されているので、
サンダル・雨の日もOK。気軽に
森のクマ達を見ることができま
す。クマまでの距離わずか
4cm！大きな顔・つぶらな瞳・内
股で歩く姿など、じっくりとお楽し
みいただけます。
その他

北海道上川郡新得町狩勝高原 TEL：0156-64-7007

豚丼のぶたはげ帯広本店
帯広駅のエスタ帯広西館にあ
り、店内で選び抜かれた特選豚
肉を850度の高温で一枚一枚て
いねいに香り高く網焼きしてい
ます。伝統のたれを使った帯広
の豚丼をご賞味下さい。

帯広

お土産

帯広

お土産

駅構内

その他

駅構内

お土産

十勝ヌップクガーデン
北海道帯広市郊外にある十勝
ヌップクガーデン。 約4ヘクター
ルの敷地には、洋風庭園、和風
庭園、自然林などがあり、. 日高
山脈の伏流水から湧き出るヌッ
プク川が園内を流れています。
花畑散策などお楽しみくださ
い。レストラン・売店でご利用戴
飲食
けます。
その他

帯広市昭和町西1線109 TEL：0155-64-2244

サホロ

飲食

帯広

お土産

その他

ご覧ください。

かき揚げのかきはげ
帯広駅のエスタ帯広西館にある
かき揚げ専門店。十勝の新鮮
素材の味を生かすため衣を極
限まで薄くしたかき揚げはサク
サクで、秘伝のたれが絶妙に絡
みます。長年地元に愛され続け
る味をぜひお召し上がりくださ
い。
飲食

サムライプロデュース
“これぞ北海道”といえるよう
な、北海道の良さを堪能できる
アウトドアからインドアまで四季
折々で楽しめるアクティビティツ
アーを開催。メニューはHPをご
覧ください。
https://www.samuraiproduce.co
m/
飲食
クーポン利用の際は利用前にクーポ
その他

帯広

お土産

十勝千年の森
ガーデン王国イギリスで賞賛さ
れた世界最高峰の美しい庭が
特徴。庭いっぱいに広がるバラ
の香りが漂います。新鮮なミル
クで毎日チーズを製造・販売も
行っているほか、その場で作っ
たチーズをピザにして食べる体
験も人気。入口料金所、カフェ・
飲食
ラウラウ・チーズショップにてご
その他 利用戴けます。

清水町羽帯南10線 TEL：0156-63-3000

サホロ

お土産

ン使用の旨をお電話下さい。

帯広市東1条南16丁目11番地2 TEL：0155-66-4006

十勝バスが運営する定期観光
バス・路線バスパック(路線バス
を活用した日帰り観光プラン)の
全コースにご利用戴けます。な
お、一般路線バス及び空港連
絡バスのバスのみは利用不
可。引換場所は帯広バスターミ
ナル・とかち帯広空港(バスパッ
クの空港発便のみ)の十勝バス
窓口にてご利用戴けます。

帯広市西2条南12丁目4-2 TEL：0155-23-5171(帯広駅BT)

その他

帯広市西2条南12帯広駅エスタ西館1F TEL：0155-24-9822

帯広

十勝バス

世界で唯一大迫力のばんえい
競馬に隣接するショッピング・グ
ルメエリア。十勝の魅力を発信
する観光交流拠点の複合施設
として、様々なイベントや十勝の
生産者と十勝のPRを兼ねた取
組を行っています。ここでしか買
えないオリジナル商品なども販
売しています。店舗リストは[別紙2]を

帯広市西13条南8丁目1帯広競馬場隣 TEL：0155-34-7307

飲食

帯広市西2条南12帯広駅エスタ西館1F TEL：0155-24-9822

とかちむら

その他

お土産

帯広
花と食と農のテーマパーク、十
勝ヒルズは野菜や果樹などテー
マにしたガーデン、広大な農地
で育てたFOODなど十勝の魅力
をたっぷりと堪能できます。入園
料を含む園内各種飲食や商品
購入に金券として利用できま
す。

帯広観光コンベンション協会
帯広はスイーツの街！「菓子王
国十勝！おびひろスイーツめぐ
り券」とKira-Kiraクーポン1,000
円分でチケット2枚分と引換えで
きます。「対象店舗の中から4店
舗を選びクーポン券を出すと各
店舗のおすすめスイーツ1つと
引換えできます。1店舗1枚のみ
の利用、未使用分の返金はで
その他 きません。

帯広市西2条南12帯広駅エスタ東館2F TEL：0155-22-8600

その他

◆
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サホロリゾートホテル
トマムICから車で約28km、JR新
得駅から車で約11kmに位置す
る、自然に囲まれたカジュアル
で温かみのあるリゾートホテ
ル。地元の食材を使ったブッ
フェレストランの他、カフェや居
酒屋も併設。レストラン・売店・
アクティビティメニュー・レンタル
飲食
スキーにご利用戴けます。
その他

北海道上川郡新得町狩勝高原 TEL：0156-64-7111

サホロリゾートスキー場
地形を生かしたコースで雪質は
軽くてドライ。スキー場自体が標
高が高いので最高のパウダー
スノー！
初心者コースでもサラサラ・ふ
わふわのパウダースノーが体
験できます。リフト券購入・売店
利用・レンタルスキーにご利用
戴けます。
その他

北海道上川郡新得町狩勝高原 TEL：0156-64-4121

[4]旭川エリア
旭川

旭川空港(※利用可能店舗は別紙参照)
北海道のほぼ真ん中にある旭
川空港。冬の就航率は脅威の
99.1％！道内各地から集まる素
材を活かした名品の数々が並
びます。空港内の全店舗でグル
メ・お土産購入にご利用戴けま
す。店舗リストは[別紙2]をご覧くださ

お土産

飲食

空港

その他

い。

上川郡東神楽町東2線16-98 TEL：0166-83-3939

旭川

旭山動物園「旭山ZOO SHOP」
旭山動物園内・あざらし館横の
「Asahiyama Zoo shop」にてお
土産購入にご利用いただけま
す。旭山動物園に来園しなけれ
1
ば購入出来ないオリジナルグッ
ズも販売しているショップです。
※あざらし館横のショップのみご利用戴け
ます。

お土産

旭川

駅売店「四季彩館」旭川西店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
1
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

お土産

駅弁

駅構内

その他

旭川市宮下通8旭川駅構内 TEL：0166-22-3601

旭川

旭山動物園「Zooショップ Co・Co・Lo」
旭山動物園内・正門横休憩所
横にある売店「Zooショップ Co・
Co・Lo」にてお土産購入にご利
用いただけます。
1

旭川

雪の美術館
雪をイメージした館内は某映画
にでてきた氷の城のイメージと
口コミでも話題沸騰。館内の家
具や調度品も全てオリジナルの
1
こだわり。館内ではドレス・タキ
シードを着用して写真撮影がで
きるお姫様体験やランチなど人
気。雪の美術館が、貴方をファ
お土産
ンタジーへといざないます。
その他
旭川市南が丘3丁目1-1 TEL：0166-73-7017

旭川

※売店のみの利用となりキッチンは使用で
きあません。

お土産

お土産

あさひかわラーメン村(※利用可能店舗は別紙参照)
旭川が誇るべきラーメン文化を
もっと広く知ることのできる施設
です。旭川市内の個性あふれる
8店舗が切磋琢磨しながら味を
競っています。あさひかわラーメ
ン村内の全店舗でご利用戴け
ます。店舗リストは[別紙2]をご覧くださ
飲食

い。

旭川

お土産

雪の美術館内カフェレストランスノーナ
雪の美術館内にあるちょっとお
しゃれなレストラン。食器類から
こだわった優雅な気分で楽しみ
たいカフェレストラン。道産食材
1
を活用した料理が味わえ、ラン
チメニューは大人気。
飲食
その他

旭川市南が丘3丁目1-1雪の美術館内 TEL：0166-73-7017

旭川

旭川観光コンベンション協会
旭川駅構内・観光物産情報セン
ターにて金券としてご利用戴け
ます。「旭山動物園おもてなし
券」「旭山動物園+雪の美術館
1
よくばりチケット」等のクーポン
券購入やレンタルスキー・レンタ
サイクル・手荷物預かり等にご
利用戴けます。
その他

旭川市東旭川町倉沼 TEL：0166-36-4190

旭川

ホテル

プレミアホテル-CABIN-旭川
天然温泉を完備したビジネスホ
テル。館内レストラン・居酒屋・
マッサージ・カラオケ・バーにて
館内利用券としてご利用戴けま
す。ただし、宿泊者のみのご利
用となり、チェックアウト時にお
支払いとなります。

旭川市東旭川町倉沼 TEL：0166-36-4190

旭川

旭川市宮下通8-3-1 TEL：0166-26-6665

アートホテル旭川
地産地消にこだわり、北海道産
の新鮮な素材を用いた多彩なレ
ストランが人気のランドマーク的
ホテル。駐車場利用代金を含む
館内売店・レストランで利用券と
してご利用戴けます。

飲食

お土産

飲食

その他

ホテル

その他

宿泊者限定 TEL：0120-285-660

旭川市永山11条4丁目119-49 TEL：0166-48-2153

旭川市七条通６丁目29-2-4 TEL：0166-25-8811
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● 別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
● 商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
● 本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
● 本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。当書面ではご利用戴けませんので必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。

モバイル端末からも

● タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。その他各条件については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。

利用可能店舗一覧を

● 利用可能店舗はページ右上の「最終更新日」現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
※ 営業時間・休業日はご利用前にお客様よりご確認いただきますようお願い致します。
エリア別インデックス

◆

P1 [1]札幌・新千歳・千歳・夕張・小樽・登別・洞爺 P2 [2]函館・北斗・大沼エリア
P4 [5]富良野・美瑛・層雲峡エリア

P3

[3]とかち・帯広・サホロエリア

見れます(PDF)

[4]旭川エリア

P5 [5]北見・女満別・網走エリア [6]釧路・屈斜路エ

[5]富良野・美瑛・層雲峡エリア
富良野

ふらのジャム園
昭和61年に「ふらのジャム園」と
して開放以来、多くのお客様に
親しまれ続けているふらのジャ
ムの直営ショップです。 当ふら
1
のジャム園で生産している38種
類のジャムを試食しながら買え
るほか、つくりたてのオリジナル
スイーツにも出会えます。
お土産
飲食

富良野

ポプラファーム中富良野本店
北海道スイーツ「サンタのヒゲ」
はここだけのデザート。メロンの
上に、さっぱり味のソフトクリー
ムをトッピング。グループやご家
1
族で仲良く一つをたべるのもよ
し、一人で満喫するもよし！ドラ
イブの休憩などにぜひお立ちよ
りください。
お土産
飲食

その他
富良野

グラスフォレストin富良野
しばれ硝子に代表されるオリジ
ナル硝子作品の創作工房や
様々な硝子製品が購入できる
施設です。オリジナル商品はひ
1
とつひとつが手作りで同じもの
がないのが特徴。体験工房で
は多彩なプログラムをご用意し
ております。
お土産
飲食
その他

ホテル

お土産

飲食

※「ジェラートふらの」ではご利用戴けません。

その他

中富良野町東1線北18 TEL：0167-44-2033

富良野

フラノマルシェ・フラノマルシェ2
2,000種類以上の富良野ブランド商品を取りそろえる物産センター「アルジャン」、JAふら
の直営の農産物直売所「オガール」、他にもカフェや焼きたてパンの店、まぜアイスにス
ムージーなど９店舗が３つの棟で構成されているフラノマルシェ１。隣接するフラノマル
シェ２では、富良野の食材を活かしたテイクアウトのショップや、農家直送こだわり野菜の
5
販売店、本格コーヒー・ラーメン・洋食店など飲食関連の店に加え、花屋、雑貨屋なども
開設。１０店舗で季節豊かな富良野の“今”を体感できます。

富良野市幸町13-1 TEL：0167-22-1001

深山峠アートパーク トリックアート美術館・みやま物産館売店・アート体験館・観覧車・深山アイス工房
「深山峠アートパーク」は、体験型ミュージアム「トリックアート美術館」を中心に、十勝岳
が一望できる観覧車「十勝岳アートビュー」、土産店「みやま物産館」、上質な牛乳をベー
スに作られたオリジナルフレーバーが人気の「深山アイス工房」、エッチンググラスなどオ
リジナル作品が作れる「アート体験館」や、花畑など、遊び心がぎっしり詰まった複合施
5
設。お腹がすいたら、バーベキューテラスの名物・豚サガリやジェラートに舌つづみと、楽
しみ尽きぬひと時を心ゆくまでお過ごしください。
飲食
その他

富良野市麓郷市街地3 TEL：0167-39-9088

お土産

お土産

その他

富良野市東麓郷3 TEL：0167-29-2233

富良野

富良野

富良野

アンパンマンショップ
1階は北海道はおろか日本最大
級の品揃えを誇るグッズショッ
プ、2階はアンパンマンの原画な
どがご覧いただけるギャラリー
1
が併設。ショップ周辺はアンパ
ンマンの世界に描かれるような
自然が溢れており、子供だけで
はなく大人も楽しめます。
お土産
飲食
その他

上富良野町西8線北33号深山峠 TEL：0167-45-6667

富良野市東麓郷3 TEL：0167-29-2235

上川層雲峡 フラテッロ・ディ・ミクニ
上川層雲峡 朝陽リゾートホテル
上川層雲峡 層雲峡朝陽亭
リゾートインノースカントリー
三國清三がオーナーを努める
大浴場は木をテーマにした大自
層雲峡温泉街でも小高い丘の
ワインにチーズ、アウトドア等
大雪山を間近に望む高原に、
然の湯「鳥の声」、岩をテーマに
上に位置しており、大浴場から
北海道富良野をまるごと満喫で
四季の息づかいが聞こえる庭。
も緑の岸壁が臨め、自然の中
きる富良野のホテル。日本初と
した大自然の湯「川の囁き」の2
そして新鮮な道産食材に こだ
に身を横たえている気分でおく
なる世界で1本だけのオリジナ
つ。層雲峡で唯一、敷地内に異
わった旬の北海道料理が楽し
つろぎ頂けます。層雲峡の自然
ルワインが造れるワイン工房を
なる２つの源泉「白濁の湯」と
めるレストラン。世界に通じる本
を肌で感じながら心躍る絶景の
併設。ホテルリゾートインノース
「赤茶の湯」を楽しむことができ
当の「北海道料理」をお楽しみ
湯船。多彩な湯と眺めを心ゆく
ます。館内利用券としてご利用
カントリー・レストランノルドゥに
下さい。(ランチは事前予約が必
までお楽しみください。館内利
て館内利用券としてご利用戴け
戴けますが、マッサージ・エステ
飲食
飲食
お土産
飲食
お土産
飲食
要です)
用券としてご利用戴けます。
ます。
等の一部メニューにはご利用戴
その他
ホテル
その他 けません。
ホテル
その他

富良野市下御料2002 TEL：0167-23-6565

上川郡上川町菊水841 TEL：01658-2-3921

上川郡上川町層雲峡温泉 TEL：01658-5-3911

上川郡上川町層雲峡温泉 TEL： 01658-5-3241

上川層雲峡 ホテル大雪

上川層雲峡 喰い処あかし

上川層雲峡 みそらーめんよし乃上川店

上川層雲峡 日本料理白扇

お土産

飲食

ホテル

その他

大雪連山の太古のエネルギー
が湧出する、単純硫黄泉が展
望大浴場と露天風呂は渓谷美
と大雪の山々の雄大さに、思わ
ず息を呑むことでしょう。自慢の
宿。館内利用券としてご利用戴
けますが、マッサージ・エステ等
の一部メニューにはご利用戴け
ません。

ラーメン・丼・セットメニューなど
お食事券としてご利用戴けま
す。

昭和43年創業のらーめんよし
乃。ラーメンなどお食事券として
ご利用戴けます。

飲食

飲食

上川町ブランド豚「渓谷・味豚
(みとん)」が味わえる店。団体で
の利用が入る場合もあるので事
前確認推奨。お食事券としてご
利用戴けます。担当者オスス
メ！
飲食

上川郡上川町層雲峡温泉 TEL： 01658-5-3211

上川郡上川町中央町78 TEL：01658-2-1094

上川郡上川町新光98-30 TEL：01658-2-2525

上川郡上川町中央町 TEL：01658-2-1797

上川層雲峡 ビアクリル・キャニオン

上川層雲峡 ガーデンカフェ

上川層雲峡 あさひ食堂

上川層雲峡 釣り堀あかし

層雲峡の豊かな大自然と、豊富
な恵を活かしたイタリア料理、洋
食料理、気軽で明るく親しみや
すい店内、暖かいサービスが自
慢です。お食事券としてご利用
戴けます。
飲食

飲食

ガーデンレストラン｢フラテッロ・
ディ・ミクニ｣がプロデュースする
メニューでおもてなし。上川町産
牛乳を使ったジェラートやカ
レー・パスタなど香り豊かな本
格コーヒー、風味豊かなハーブ
ティー、軽いお食事などのお食
事券としてご利用戴けます。

写真なし

ラーメン・丼・セットメニューなど
お食事券としてご利用戴けま
す。

お土産
その他

上川郡上川町層雲峡温泉 TEL：01658-5-3361

上川郡上川町菊水841 TEL：01658-2-4655

写真なし

養殖業者が本気で挑む管理釣
り場です。利用券としてご利用
戴けます。冬期は休業。

上川郡上川町南町 TEL：01658-2-1738

その他
上川郡上川町新光町107 TEL：090-3776-5967

上川層雲峡 北海道アイスパビリオン

寒さ体験を年中楽しめる施設。
マイナス41℃の極寒体験コー
ナーやダイアモンドダストなど
様々な体験型パビリオンとして
も魅力たっぷりの施設です。

お土産
その他
上川町栄町40 TEL：01658-2-2233

P4

●

オリオンツアー「Kira-Kiraクーポン」利用可能店舗一覧

Kira-Kiraクーポンのお問い合わせは…株式会社オリオンツアー予約センター 050-5541-6855

最終更新日：2020年1月1日

● 本クーポン券は当書面に記載した店舗にてご利用戴けるオリオンツアーオリジナルのクーポン券となります。
● 別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
● 商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
● 本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
● 本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。当書面ではご利用戴けませんので必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。
● タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。その他各条件については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。

モバイル端末からも
利用可能店舗一覧を

● 利用可能店舗はページ右上の「最終更新日」現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
※ 営業時間・休業日はご利用前にお客様よりご確認いただきますようお願い致します。
エリア別インデックス

◆

P1 [1]札幌・新千歳・千歳・夕張・小樽・登別・洞爺 P2 [2]函館・北斗・大沼エリア
P4 [5]富良野・美瑛・層雲峡エリア

P3

[4]旭川エリア

P5 [6]北見・女満別・網走エリア [7]釧路・屈斜路エ

[6]北見・女満別・網走エリア
北見

駅売店「四季彩館」北見店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

女満別

駅弁

お土産

駅構内

その他

空港

網走

お土産
道の駅

道の駅流氷街道網走
カモメが飛びかい、漁船が行き
かう網走川河口に位置し、オ
ホーツク海や知床半島を一望で
きる道の駅。地域の多様な情報
発信や、地元の農水産加工品
の販売などを行っており、冬は
流氷砕氷船の発着場として流
氷観光の拠点にもなります。
飲食
(2Fフードコートキネマ館では利用不可)

網走

お土産

その他

網走郡大空町女満別中央・女満別空港 TEL：0152-77-3412

網走

その他

網走市南3条東4丁目 TEL：0152-44-5849

女満別空港・アンテナショップほのか
女満別空港内「アンテナショップ
ほのか」にてお土産購入にご利
用戴けます。
1
※「ほのか」のみでご利用いただけます。

お土産

北見市大通西1北見駅構内 TEL：0157-22-0417

北方民族博物館
「北方」を専門とする民族学博
物館は世界的にも少なく、日本
では唯一。各国から収集した約
900点の資料・生業などをテー
マ別に展示。北方民族の暮らし
ぶりや道具の使われ方など豊
富に紹介されており寒冷の地で
暮らす北方の人々の知恵や技
術を総合的に伝えます。
その他 ※観覧料にのみご利用戴けます。

網走市字潮見309-1 TEL：0152-45-3888

オホーツクマルク網走番屋炉端のろばた・網走番屋オホロコマ
「炉端のろばた」では地元に伝わる漁師料理をベースに、前浜で捕れた旬の魚介を定食
や丼ものなどで味わえる。名物は魚介グリルでの炉端料理。目の前の炉端で焼き上げる
魚はひときわうまい！夏は網走の海を眺めながら、冬は流氷を眺めながら北の魚介グリ
ルを堪能できます。また、「オホロコマ」には、美幌豚醤油まるまんまや、しじ美醤油、サロ
マ湖の素干しのりなど、地元の素材を生かしたこだわりの商品が数多く並び、野菜(夏期
間のみ)や豆類、はちみつ、小麦粉などの農産品も充実しています。「炉端のろばた」「オ
ホロコマ」にて金券としてご利用いただけます。
飲食

女満別

道の駅メルヘンの丘めまんべつ
北見・網走間を結ぶ国道39号
沿い位置する「道の駅 メルヘン
の丘めまんべつ」は地元特産品
等の販売や食堂機能、情報提
1
供機能を確保しており、屋外で
は芝生地やバラを中心とした花
壇、四阿を設置し、リラクゼー
ションできる施設となっていま
お土産
飲食
す。
道の駅
その他
網走郡大空町女満別昭和96-1 TEL：0152-75-6160

網走

お土産

網走

お土産

天都の宿網走観光ホテル
網走湖が広がる小高い丘に位
置しています。全室レイクビュー
のお部屋から朝夕に移り変わる
大自然、眼前に広がる網走湖を
お楽しみいただけます。館内利
用券としてご利用戴けます。

オホーツクバザール
網走刑務所前にある海産物専
門店。店内には北海道屈指の
漁場であるオホーツクの海の幸
がずらり。店内2Fは直営レスト
1
ランになっており、北海三色丼
やあばしりザンギ丼などオホー
ツクの海産物や農産物を使っ
た、メニューを堪能できます。
お土産
飲食
その他
網走市大曲1丁目14-19 TEL：0152-44-3005

網走

網走市観光協会
「おいしいまち・網走」は年間を
通して四季折々の鮮やかな色
が織り成す様々な絶景は絶対
必見。あばしりネイチャークルー
写真なし
ズ・レンタサイクル・網走湖ワカ
サギ釣り・網走市観光協会窓口
出野土産物購入(道の駅及び網
走駅)にて網走市観光協会が実
お土産
施するアクティビティや土産購
道の駅
その他 入などにご利用戴けます。
網走市南3条東4丁目道の駅内 TEL：0152-67-5007

流氷硝子館ショップ・流氷硝子館シーニック・カフェ帽子岩
オホーツク海に毎年やってくる目に美しく、また暮らしの恵みでもある流氷。湖・川・雪・氷
などここでしか見られない自然の姿をガラスの特性や技術を生かしながら表現していま
す。思い思いにガラスを楽しんでいただける空間でガラスたちぜひ手に取ってご覧くださ
い。また、シーニック・カフェ帽子岩は季節折々のオホーツクの風景を望むカフェで窓越し
にガラス製作の様子を眺めながら流氷ガラスの器でお飲み物と軽食をお楽しみいただく
事ができます。「ショップ」「シーニック・カフェ」にて金券としてご利用いただけます。
飲食

網走市南4条東6丁目2-1 TEL.：0152-43-3480

網走

天都の郷ホテル本陣網走湖
備長炭風呂で身体の芯まで温
まり、心身の疲れを癒します。
網走湖を一望できる窓からは四
季折々の景色を楽しむことがで
きます。館内利用券としてご利
用戴けます。

網走

ホテル網走湖荘
国定公園網走湖畔のすぐ脇に
建つ1947年の創業の老舗ホテ
ル。ホテル目の前の網走湖では
わかさぎ釣りなど様々なアクティ
ビティも実施されています。ロ
ビーから見た湖は絶景。館内利
用券としてご利用戴けます。

お土産

飲食

お土産

飲食

お土産

飲食

ホテル

その他

ホテル

その他

ホテル

その他

網走市呼人23番地3 TEL：0152-48-2121

網走

その他

網走市南4条東6丁目8-2 TEL.：0152-67-9102

網走

オホーツク流氷館
オホーツク流氷館は北海道網
走市の天都山山頂にある流氷
とオホーツク海をテーマとする
網走市立の科学館。実物のオ
ホーツク海の流氷を展示し、そ
の発生の仕組み等を紹介しま
す。Kira-Kiraクーポン1枚(1,000
円分)で大人入館料金+名物流
飲食
氷ソフトクリーム(1,050円相当)と
その他 してご利用いただけます。

網走市天都山244-3 TEL：0152-43-5951

その他

◆

[3]とかち・帯広・サホロエリア

見れます(PDF)

網走市大曲34 TEL：0152-44-5577

網走市呼人78 TEL：0152-48-2245

網走

お土産

Café＆restaurant 360
オホーツク流氷館内に併設され
るレストラン。「ぜひ地元の良い
もの、本当に美味しいものを食
べてほしい」という想いを込めて
こだわりの網走産食材、道産食
材をたくさん使用しております。
網走ならではの味覚と豊かな自
然をどうぞゆっくりとお楽しみく
飲食
ださい。
その他

網走市天都山244-3 TEL：0152-67-7643

[7]釧路・阿寒・厚岸・屈斜路エリア
釧路

駅売店「四季彩館」釧路店
駅の売店・北海道キオスクが運
営する「四季彩館」でお土産や
物販のお買い物券としてご利用
戴けます。なお、たばこや有価
証券等、一部ご利用戴けない商
品がございますので、購入時に
店員にご確認下さい。

お土産

駅弁

駅構内

その他

釧路市北大通14釧路駅構内 TEL：0154-25-7515

厚岸

お土産
道の駅

釧路

お土産

釧路フィッシャーマンズワーフMOO
釧路フィッシャーマンズワーフ
『MOO』(ムー)はウォーターフロ
ントを賑わすお洒落な建物。港
町ならではの新鮮な魚介類、野
菜や乳製品が並び、地元食材
を使ったレストランや地元スイー
ツなどの物産などが並びます。
飲食

店舗リストは[別紙2]をご覧ください。

その他
釧路市錦町2-4 TEL：0154-23-0600

釧路

釧路観光クルーズ船「SEA CRANE」
世界3大夕日として有名な釧路
の夕日＆夜景を海上から眺め
る事ができる釧路港クルーズ。
船上から眺める釧路の夕日は
格別。夕日が沈んだ後は釧路
フィッシャーマンズワーフや釧路
港の夜景もお楽しみ戴けます。
利用券としてご利用いただけま
飲食
す。(定価大人5,000円)
その他

釧路市大町1-1-11ベイサイドビル1F TEL：0154-41-7511

阿寒

お土産
道の駅

道の駅阿寒丹頂の里
エゾシカステーキなど地元食材
が味わえる「レストラン鶴」、釧
路市内の豊かな商品を中心に、
大地の恵み、海の幸を皆様に
お届けする販売所です。地元企
業の肉、魚、野菜、お菓子な
ど、魅力たっぷりのお買いもの
が楽しめる「阿寒マルシェ」、な
飲食
ど道の駅阿寒丹頂の里でご利
その他 用戴けます。

釧路市阿寒町上阿寒23-36-1 TEL：0154-66-2969

道の駅厚岸味覚ターミナルコンキリエ
牡蠣で有名な厚岸町。道の駅
食部門7年連続北海道で1位な
のが厚岸味覚ターミナル・コン
キリエです。館内にはレストラ
ン、お土産なども充実してます。
2F炙り屋では牡蠣食べ放題や
隣の市場で買った食材をその
場で焼く事ができます。
飲食
その他

厚岸郡厚岸町住の江2-2 TEL：0153-52-4139

P5
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オリオンツアー「Kira-Kiraクーポン」利用可能店舗一覧 [別紙1]
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本クーポン券は当書面に記載した店舗にてご利用戴けるオリオンツアーオリジナルのクーポン券となります。
別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。その他については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。
利用可能店舗は2017年5月21日現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
当書面ではご利用戴けません。必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。

Kira-Kiraクーポンのお問い合わせは…株式会社オリオンツアー予約センター 050-5541-6855

新千歳空港利用可能店舗
業種

総合土産

クラフト

ファッション

水産系

農畜産系

地域特産セレクト
菓子

カフェ

弁当テイクアウト

業種

店舗名

フロア

スカイショップ小笠原
じょうてつ
スノーショップ出発売店
センカ
ANA FESTA 千歳ロビー店
さっぽろ東急百貨店
2F
BLUE SKY 出発ロビー売店
北海道物産
カムイン北海道
TRICOT by yamasan fujiya
丸井今井 きたキッチン
北海道本舗 総合土産店
エアー・マミー
Airport shop Showa
ポケモンストア
SOUBENIR SHOP CHIDORIYA
HASHIBA
2F
北海道土産館
ノースショップいとう
小樽硝子工藝館
Craft Studio
シュタイフ
アイヌモシリ三光
3F
北海道キャラクタースポット
ソメスサドル
ace.
2F
ユニクロ
サマンサタバサ スイーツ＆トラベル
海処まつば
かま栄
ぎょれん
佐藤水産
北海道きたれん
2F
鮭乃丸亀
出塚水産
札幌市中央卸売市場水産仲卸札幌シーフーズ
知床三佐ヱ門本舗
島の人
港町市場
JA道央
ハスカップ
2F
JAびえい 美瑛選果
Wine&Cheese 北海道興農社
釧路港市場
2F
苫小牧観光協会
もりもと
花畑牧場
雪印パーラー
千秋庵
ロイズ
小樽洋菓子舗 ルタオ
北菓楼
2F
きのとや
柳月 三方六studio
ペイストリースナッフルス
siretoco sky sweets
ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ
グリコ キャラメルキッチン
サーティワンアイスクリーム
ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ
4F
Cａｌｂｅｅショールーム
北海道牛乳カステラ
3F連絡通路 ジャージーブラウン
ロイズチョコレートワールド
1F
モスバーガー
2F
カフェテラス Boren
ＭＭＣ オーガニックカフェ
3F
サンドウィッチハウス グルメ
宮越屋珈琲
4F
プロント
3F連絡通路 スターバックス コーヒー
北の弁当工房 かな
空弁道場 装苑 SOEN
実演空弁 北の味覚 すず花
お弁当処 美食千歳
2F
カルビープラス
Milkissimo
ごちそうDeli 北食往来
北海道スープスタンド
ワールドワインバーバイピーロート

フードコート

和食・海鮮料理

洋食・中華

市電通り商店街

ラーメン

利便性店舗

国内線搭乗エリア

国際線ターミナル

店舗名

フロア

元祖ちとせラーメン
韓国厨房 ユン家の食卓
インドカリーダイニング コバラヘッタ
雪印パーラー フードコート店
3F
フレッシュネスバーガー
はなまるうどん
あさひ川井泉
松尾ジンギスカン フードコート店
北国の寿司 花ぶさ
郷土料理 ユック
3F
海老善
きたみなと
どんぶり茶屋
天丼てんや
1F
そば屋 まるき
吉野家
そば八雲
一灯庵
3F
松尾ジンギスカン
ドライブインいとう 豚丼専門店 豚丼名人
ロイヤル千歳洋食軒
北海道ﾌｰﾄﾞﾋﾞﾔﾚｽﾄﾗﾝ 銀座ライオン
カレーハウス キタカレー
3F
竃円山
紅虎餃子房
花畑牧場 十勝チーズ工房
道産小麦のパスタ屋さん meer lounge
ジアス ルーク＆タリー
スープカレーlavi
北海釜めし 海鮮 銀しゃり ふく亭
3F
グルメ回転ずし 函太郎
味噌キッチン
きくよ食堂
函館麺厨房 あじさい
札幌ラーメン 雪あかり
らーめん空
麺処 白樺山荘
麺屋開高
3F
旭川ラーメン 梅光軒
弟子屈ラーメン
札幌味噌垃麺専門店 けやき
えびそば 一幻
らーめん鷹の爪
ローソン 到着口店
1F
ローソン 到着口２号店
文教堂
ネイルサロン マリアール
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ ﾗﾌｨﾈ
ショップハーバー
カルチャーエージェント文教堂
2F
紀伊國屋書店
コクミン 出発口店
MUJI to GO
ローソン 出発口店
グラスイズム
3F
ART LIFE DEPO
アミュージアムショップ フライヤーズ
4F
アニメイト
雪ミクスカイタウン
Hello Kitty Japan
3F連絡通路
ツルハドラッグ
ANA FESTA GL1～4
2F
BLUE SKY GL10、14、16、18
CAFÉ GREEN Tokachi
2F
ローソン 国際ターミナル店
山ト 小笠原商店
MMC オーガニックカフェ
3F
博品館TOY PARK
ぎょれん
スノーショップ 国際線出発売店

【ご利用出来ない店舗】
※宝くじ売り場、郵便局、ラウンジ、国際線制限エリア内店舗、APINA、エンターテインメント施設
（ドラえもん、ハローキティ、映画館、温泉・入場料）

元祖さっぽろラーメン横丁利用可能店舗
業種

利用内容

ラーメン

ラーメン

店舗名

元祖鮭ぶしらーめん一蔵
札幌の味喜龍
札幌ラーメン熊吉
しみじみ
ドラムカンスープ天鳳
四代目とらや食堂
札幌ラーメン悠 -はるか倍煎舎
よし乃

業種

利用内容

ラーメン

ラーメン

店舗名

味の華龍
麺屋國光
麺処白樺山荘
弟子屈ラーメン
特一富屋
麺処とりぱん
二代目 萬来軒
ひぐま 横丁本店

●

オリオンツアー「Kira-Kiraクーポン」利用可能店舗一覧 [別紙2]
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本クーポン券は当書面に記載した店舗にてご利用戴けるオリオンツアーオリジナルのクーポン券となります。
別途お渡しする「Kira-Kiraクーポン」本券を以下に記載する各店舗にご提出戴きますとクーポン券1枚あたり1,000円分利用券(金券)としてご利用戴けます。
商品購入額が利用券の額面金額に満たない場合はつり銭の支払いは行いません。また、商品購入額が利用券の額面以上の場合は差額分を現金にてお支払い下さい。
本券を使用して購入した商品の返品・払い戻しはできません。また、本券と他の割引サービスの併用、送料・梱包資材費への充当、プリペイドカード・回数券その他の有価証券の購入はできません。
タバコ等一部商品の購入にはご利用いただく事ができません。本券は再発行できません。また本券の未使用時はいかなる場合でも払い戻しはできません。その他については株式会社オリオンツアーの約款に基づきます。
利用可能店舗は2017年5月21日現在の内容となり、予告なく変更・利用不可となる店舗が出る場合がございますのでご注意下さい。なお、変更時はその時点での内容に準じます。
当書面ではご利用戴けません。必ず出発時にお渡しするクーポン券をご利用下さい。

Kira-Kiraクーポンのお問い合わせは…株式会社オリオンツアー予約センター 050-5541-6855

旭川空港利用可能店舗
業種

総合土産

1F
2F

業種

店舗名

フロア

総合土産
レストラン

セブン-イレブン 旭川空港店
BLUE SKY
ANA FESTA
アゼリア
エアポート リラ
point7
あさひかわ物産
MILK STAND esperio

店舗名

フロア

2F

AKJ Books
農珈屋
一久大福堂

あさひかわラーメン村利用可能店舗
業種

ラーメン

利用内容

業種

店舗名

利用内容

店舗名

ラーメン
青葉
山頭火
いってつ庵まつ田
さいじょう
ラーメン
ラーメン
いし田
工房加藤
天金
梅光軒
各店舗で1枚1,000円としてご利用いただけるほか、17：30までにラーメン村事務局(（0166-48-2153)にて引換え限定で500円券×2枚に交換することもできます。

フラノマルシェ・フラノマルシェ2利用可能店舗
業種

レストラン
スナック
カフェ

総合土産
花屋

エリア

業種

店舗名

cafeSABOR
手作りパンの店Cazeresカゼール
まぜアイスばすすとっぷ
こなやき処たつき
フラノ
マルシェ ぷちぷちバーガー
富良野の野菜・果実・ジュースorchard garden furano kina
農産物直売所HOGARオガール
ARGENT アルジャン
フラノマルシェ2 はなや 日々色

レストラン
スナック
カフェ

総合土産
生活雑貨

エリア

店舗名

C+afé petit petit
ピザ製作所 zizi
おそうざい日和
おにぎり処 にぎりまんま
フラノ
ばすすとっぷ２
マルシェ2
煮干中華 ゆきと花
ふらの味処 笑楽亭
こだわり富良野の店 彩り菜
ｅ－ｎａ

帯広競馬場(ばんえい競馬)隣接・「とかちむら」利用可能店舗
業種

利用内容

レストラン

ぶた丼

店舗名

ぶた丼たむら
ビストロ・カフェ million sante
ジンギスカン 成吉思汗屋肉ノ五右衛門

業種

利用内容

レストラン

産直品
カフェ・セレクト

セレクト

店舗名

産直市場
紫竹ガーデンカフェ
Localista

函館・金森赤レンガ倉庫利用可能店舗
業種

総合土産

エリア

店舗名

函館オルゴール堂
杉養蜂園
セレクトキャビン
インポートバザール彌生館
プティメルヴィーユ
BAY
マライカ
HAKODATE
烏賊墨染工房シングラーズ
ネーム彫り屋
北の灯・BAYはこだて店
函館喜ゃ楽多屋
デイリーラズベリー
函館武将館
プティト・フルール
石ころ館箱館
にっぽんＣＨＡＣＨＡＣＨＡ函館ストア
スウィート・ファクトリー函館店
インポート・ラブカ
あおい森
金森洋物館
ラ・メール
ペイストリースナッフルス
セーラーズ・マーケット
杵つき金ごま ごま福堂
函館蒟蒻しゃぼん
フラワーズグロウ
ドクターヘミング・グランパ
函館浪漫館
函館
ヒストリー 手作り箸工房遊膳
プラザ
創作ちりめん布遊舎

業種

レストラン
スナック
カフェ

エリア

函館
ヒストリー
プラザ
BAY HAKODATE

クルーズ
レンタサイクル
日用雑貨

BAY HAKODATE
BAY HAKODATE
BAY HAKODATE

金森洋物館

店舗名

函館ビヤホール
昔づくりもち焼きせんべい
マリオンクレープ
ミルキッシモ
ベイサイドレストランみなとの森
はこだてミルク工房
金森ベイクルーズ
BAYはこだてインフォメーション
サツドラ函館金森倉庫店
函館クリスマススクエア
ラオックス函館赤レンガ店
セレクトアンピアス
エンタープラス
チアフル
チャートハウス
プラスティック
アートウェーブ
手作り鞄の専門店水芭蕉函館店

【ご利用出来ない店舗】
リラノートチャーチベイ函館、サンタ郵便局

金森赤レンガ倉庫は2019年6月30日までご利用いただけます。

釧路・釧路フィッシャーマンズワーフ利用可能店舗
業種

フロア

総合土産

1F

釧路MOO市場

1F

店舗名

珍味生珍味おが和
銘菓昆布珍味中野物産
豆珈琲ワールドナッツ
なつかし館『蔵』
北海道特産品北の箱
シーフードショップスキップ
岡女堂本家
たんばや
ぴゅあめいどまーけっと
おかしのたにぽん
Bakery&Café"Pa・Pan"
かにありあけ
生珍味魚卵シーフーズ釧路
珍味昆布川島商店
塩干魚卵高橋商店
メロン野菜ときわ青果
塩干魚卵カネ龍高綱
釧路の味北匠

業種

フロア

グルメ・飲食

1F

2F

サービス
【ご利用出来ない店舗】
各公共機関、郵便局

3F
2F

店舗名

お食事処さくら
スパゲティソーセージスモークハウス
ファーストフードペティジョイ
手作りの味食事処たかつな
さんまんま魚政
食事処しつげん
釧路名物岸壁ろばた(夏期限定)
ベイカフェ風車
花ばんや
港の屋台
ビアホール釧路霧のビール園
足もみ屋フォール

