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北海道

スタンプラリー

月月月月月 日日日日日日 月月月月月月月月 日日日日日日日日日日日日10月1日 ▶ 2月29日

2020年3月10日（火）の消印有効
※当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

ようてい・西いぶり
エリアの
宿泊券、特産品を

抽選
で
選20名様に

プレゼント！
スタンプ5個1口でご応募ください

【賞品の一例】
●らんこし米5㎏＋漬物詰め合わせ
●羊蹄グリーンビジネス（ニセコ町ワイナリー）
　のオーガニックスパークリングワイン
●ルスツ豚詰め合わせ
●ホタテ（生・殻付）　●白老牛
ほか、宿泊券や地元特産の海産物や農畜産物が当たる！

土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土火火火火火火火火火火火火火火
開催
期間

参加
方法

スタンプ
設置場所

応募
締切

応募する際は台紙を切り取り、必要事項をご記入の上、切手を貼って
郵送してください。応募はお一人様1回限りです。

【宿泊者用スタンプ】 期間中にエリア内で宿泊した
方は、宿泊者用スタンプ設置箇所で、宿泊したこと
が確認できるもの（レシート等）を施設の職員にお

見せください。確認後、スタンプラリー台紙に押印いたします。

【日帰り観光用スタンプ】 日帰り観光用スタンプ設置箇所1施設
につき1個をスタンプラリー台紙に押印してください。

◎宿泊者用スタンプ：1個、日帰り観光用スタンプ：4個の計5個
を1口としてください。

ようてい・西いぶりエリアの道の駅や
観光施設25箇所にスタンプを設置します。

羊蹄山麓と西胆振の
温泉に泊まって、
おいしいものをいっぱい
食べて遊びつくそう！

ようてい・西いぶりエリア

※賞品は変更になる場合があります。

［主催／お問い合わせ］
ようてい・西いぶり広域連携会議
（事務局　喜茂別町総務課企画室）
〒044-0292　北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123
ＴＥＬ　0136-33-2211（土・日・祝日を除く9：00～17：30）
ＦＡＸ　0136-33-3577
E-Mail　kikaku@town.kimobetsu.lg.jp

構成団体
蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、
室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、洞爺湖町、
札幌市南区、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、
石狩振興局、後志総合振興局、胆振総合振興局

※QRコードの読み取り時には、誤認識を防ぐため手などで他のQRコードを隠してご利用ください。

蘭越町観光協会 ニセコリゾート観光協会 真狩村観光協会 留寿都村観光協会

きもべつ観光協会 京極町観光協会 倶知安観光協会 室蘭観光協会

登別国際観光コンベンション協会 だて観光協会 噴火湾とようら観光協会 洞爺湖温泉観光協会

洞爺まちづくり観光協会 そうべつ観光協会 白老観光協会 定山渓観光協会

らんこし まっかり る す つ

きょうごく く っ ち ゃ ん むろらん

のぼりべつ ふん か わん とう や こ おんせん

しらおい じょうざんけい

蘭越町蘭越町258番地5
（蘭越町役場内）

0136-57-5111

ニセコ町字元町77-10
（道の駅ニセコビュープラザ内）

0136-43-2051

真狩村字光8-3
（道の駅真狩フラワーセンター内）

0136-45-2243

留寿都村字留寿都26
（留寿都商工会内）

0136-46-3453

喜茂別町字伏見
264番地4
0136-33-3122

京極町字京極527
（京極町役場内）

0136-42-2111

倶知安町北3条西4丁目
0136-22-3344

室蘭市海岸町1丁目5-1
0143-23-0102

登別市登別温泉町60
0143-84-3311

伊達市松ヶ枝町34番地1
（だて歴史の杜カルチャーセンター内）

0142-25-2722

豊浦町旭町21-2
（JR豊浦駅2階）

0142-83-2222

洞爺湖町洞爺湖温泉142
（洞爺湖観光情報センター内）

0142-75-2446

洞爺湖町洞爺町100番地
（洞爺水の駅内）

0142-89-3108

壮瞥町滝之町384-1
（道の駅そうべつ情報館i（アイ）内）

0142-66-2750

白老町東町2丁目1-1
0144-82-2216

札幌市南区定山渓温泉
東3丁目
011-598-2012

とう や

各地の観光案内

　　　　　　　　　　　　

【宿泊者用スタンプ】  期間中にエリア内で宿泊した方は、宿泊者用スタンプ設置箇所で、
宿泊したことが確認できるもの（レシート等）を施設の職員にお見せください。確認後、
スタンプラリー台紙に押印いたします。 
【日帰り観光用スタンプ】  日帰り観光用スタンプ設置箇所1施設につき1個をスタンプラ
リー台紙に押印してください。
◎宿泊者用スタンプ：1個、日帰り観光用スタンプ：4個の計5個を1口としてください。

応募する際は台紙を切り取り、必要事項をご記入の上、切手を貼って郵送してください。
応募はお一人様1回限りです。応募締切：2020年3月10日（火）の消印有効　
当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

◆
参
加
方
法
◆

ようてい・西いぶりエリア　周遊スタンプラリー2019

スタンプラリー台紙
スタンプラリー対象施設を巡ってスタンプを集めよう！

ようてい・西いぶりエリアのようてい 西いぶり リアのようてい 西いいぶり リアの
宿泊券、特産品を抽選で

20名様に
プレゼント！

〈賞品の一例〉
●らんこし米5㎏＋漬物詰め合わせ
●羊蹄グリーンビジネス（ニセコ町ワイナリー）の
　オーガニックスパークリングワイン
●ルスツ豚詰め合わせ
●ホタテ（生・殻付）　●白老牛
ほか、宿泊券や地元特産の海産物や農畜産物が当たる！

宿泊
施設 1個目

2個目

3個目

4個目

登別温泉定山渓温泉

白老牛 らんこし米 ホタテ（豊浦町）

※賞品は変更になる場合があります。
きりとり



水田と羊蹄山
（ニセコ町）

スキー場から眺める
羊蹄山（ニセコ町）

山麓に広がるじゃが
いも畑（留寿都村）

有珠山と温暖な気
候の恵み（壮瞥町）

種類豊富な伊達野菜
（伊達市）

道の駅・観光物産館
の様子（伊達市）

工場群の夜景
（室蘭市）

秋の登別地獄谷
（登別市）

アイヌ民族古式舞踊
（白老町）

　

ス
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区分 箇　所　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日
宿泊1 ニセコビュープラザ 虻田郡ニセコ町字元町77番地10 0136-43-2051 9：00～18：00 無休

宿泊2 登別国際観光コンベンション協会 登別市登別温泉町60番地 0143-84-3311 9：00～17：00（イベント時変更あり） 無休

宿泊3 温泉民宿たかはし 伊達市大滝区北湯沢温泉町39 0142-68-6665 （受付時間）10：00～18：00 無休

宿泊3 御宿かわせみ 伊達市大滝区北湯沢温泉町40 0142-68-6014 （受付時間）10：00～18：00 無休

宿泊3 ホロホロ山荘 伊達市大滝区北湯沢温泉町34 0570-026574 （受付時間）10：00～18：00 無休

宿泊3 きたゆざわ森のソラニワ 伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7 0570-026574 （受付時間）10：00～18：00 無休

宿泊3 緑の風リゾートきたゆざわ 伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2 0570-026574 （受付時間）10：00～18：00 無休

宿泊4 洞爺湖温泉観光協会総合案内所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142 0142-75-2446 9：00～16：00（4月～10月、平日）　9：00～17：00
（4月～10月、土日祝日）　9：00～17：00（11月～3月） 年末年始

宿泊5 定山渓観光案内所 札幌市南区定山渓温泉東3丁目 011-598-2012 9：00～17：00 年末年始

参加施設を巡ってスタンプを５個押印し、
プレゼントに応募しよう!!
※スタンプ設置施設、スタンプ設置イベント、イベント会場は、都合により予告なく変更・中止になる場合がございます。　※営業時間、定休日は変更になる場合がございます。

0 4 4 0 2 9 2おそれいりますが
必要な
郵便切手を

お貼りください。

郵　便　は　が　き

北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123

（喜茂別町総務課企画室）
ようてい・西いぶり広域連携会議 事務局 行

このたびは「ようてい・西いぶりエリア 周遊スタンプラリー2019」にご参加いただきましてありがとうございます。
ご応募の際は下記の必要事項をご記入の上、切手を貼ってポストにご投かんください。

ご記載いただきました個人情報は商品の抽選及び発送以外には使用せず、事務局が責任を持って保管・管理いたします。
当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

フ　リ　ガ　ナ

お 電 話 番 号

以前にもご参加いただいた方
周遊スタンプラリー2019について、ご意見・ご感想をお書きください。

・

年　齢 性　別

お名前

ご住所

歳 男 ・ 女

フ　リ　ガ　ナ

初めてご参加いただく方

きりとり

　

ス
タ
ン
プ
設
置
施
設

区分 箇　所　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日
日帰り1 らんこし・ふるさとの丘 磯谷郡蘭越町字相生969番地 0136-55-3251 9：00～17：00（通常）　9：00～18：00（ＧＷ、お盆期間）

9：00～16：00（11／6～3／31）
毎週火曜日（11月～3月）
年末年始（12／31～1／3）

日帰り2 ニセコビュープラザ 虻田郡ニセコ町字元町77番地10 0136-43-2051 9：00～18：00 無休

日帰り3 真狩フラワーセンター 虻田郡真狩村字光8番地3 0136-48-2007 9：00～18：00（4月下旬～10／31）
9：30～16：30（11／1～4月下旬） 年末年始（12／31～1／3）

日帰り4 230ルスツ 虻田郡留寿都村字留寿都127番地191 0136-47-2068 9：00～18：00（4月下旬～10月）
9：30～16：30（11月～4月下旬） 年末年始（12／31～1／3）

日帰り5 喜茂別町情報発信プラザ 虻田郡喜茂別町字喜茂別306-3 0136-33-2211
（喜茂別町総務課企画室） 9：00～17：00 無休

日帰り6 名水の郷きょうごく 虻田郡京極町字川西45番地1 0136-42-2292 9：00～18：00（4／1～10／31）
9：00～17：00（11／1～3／31）

第1、3月曜（11／1～3／31）
年末年始（12／31～1／2）

日帰り7 小川原脩記念美術館 虻田郡倶知安町北6条東7丁目1 0136-21-4141 9：00～17：00
（入館時間は16：30まで）

火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始
※展示替え作業による臨時休館あり

日帰り8 みたら室蘭 室蘭市祝津町4丁目16番地15 0143-26-2030 9：30～21：00（4月～10月）
9：30～17：00（11月～3月）

無休（4月～10月）
毎週木曜日（11月～3月）

日帰り9 登別万世閣 登別市登別温泉町21番地 0143-84-3500 日帰り入浴
13：30～20：00（最終受付18：00） 無休

日帰り10 だて歴史の杜 伊達市松ヶ枝町34番地1 0142-25-5567 9：00～18：00 年末年始（12／31～1／4）

日帰り11 とようら 虻田郡豊浦町字旭町65番地8 0142-83-1010 9：00～18：00（4月下旬～10月）
9：00～17：00（11月～4月下旬）

毎週水曜日（11月～3月下旬）
年末年始

日帰り12 昭和新山パークサービスセンター 有珠郡壮瞥町字昭和新山188-5 0142-75-2241 9:00～16:30
※11月末までは、駐車場利用料がかかります。 冬季不定休

日帰り13 あぷた 虻田郡洞爺湖町入江84番地2 0142-76-5501 9：00～18：00（4月～10月）
9：00～17：00（11月～3月） 年末年始

日帰り14 とうや湖 虻田郡洞爺湖町香川9番地4 0142-87-2200 9：00～18：00（4月～10月）
9：00～17：00（11月～3月）

毎週火曜日（12月～3月）
年末年始

日帰り15 一般社団法人白老観光協会 白老郡白老町東町2丁目1-1 0144-82-2216 8：30～17：15 年末年始（12／29～1／3）

日帰り16 ぽすとかん 札幌市南区石山2条3丁目1-26 070-4087-2975 10：00～18：00 毎週月曜日、第2、4火曜日
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