
ふらのバスで行く 富良野・美瑛・旭川
観光周遊バス ２０２０

募集型企画旅行

ふらの号 くるるＡコース

● ご予約１名様から運行いたします。 ● インターネット・旅行会社からお申込みいただけます。 ● 写真はイメージです。

ふらの号 くるるＢコース

ふらの号 フラヌイコース

びえい号 パノラマコース

あさひかわ号 パッチワークコース

あさひかわ号 カムイミンタラ（神々の遊ぶ庭）コース

● 旅行代金／（お一人様）

おとな ２，５００ 円 こども １，２５０ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日（日）までの毎日
◆ ＪＲ富良野駅前（10：05発）
→★ ふらのワイン工場（下車観光 ４０分）
→★ ファーム富田（下車観光 ９０分）
→★ ドメーヌ・レゾン（下車観光 ３０分）
→▼ ＪＲ富良野駅前（13：30頃着）

● 表記例／ ★ 下車観光 ■ 車窓観光 ◆ 乗車場所 ▼ 降車場所

◆ ＪＲ富良野駅前（1４：１５発）
→★ 富良野チーズ工房（下車観光 ３０分）
→★ グラス・フォレストin富良野（下車観光 ３０分）
→★ 麓郷展望台（下車観光 １０分）
→★ ふらのジャム園／アンパンマンショップ（下車観光 ４０分）
→▼ ＪＲ富良野駅前（1７：30頃着）
→▼ 基線バス停留所（1７：４0頃着）
→▼ ホテルナトゥールヴァルト富良野（1７：４５頃着）
→▼ 富良野プリンスホテル（1７：５0頃着）
→▼ 新富良野プリンスホテル（1８：０0頃着）

◆ ＪＲ富良野駅前（1１：３０発）
→◆ 新富良野プリンスホテル（１１：４５発）
→★ 富良野チーズ工房（下車観光 ３０分）
→★ 後藤純男美術館（下車観光 ４５分）
→★ ファーム富田（下車観光 ９０分）
→★ ふらのワイン工場（下車観光 ３０分）
→▼ ＪＲ富良野駅前（1６：30頃着）

特急フラノラベンダーエクスプレス４号１６：５１発（札幌行）

→▼ 基線バス停留所（1６：４0頃着）
→▼ ホテルナトゥールヴァルト富良野（1６：４５頃着）
→▼ 富良野プリンスホテル（1６：５0頃着）
→▼ 新富良野プリンスホテル（1７：０0頃着）

● 旅行代金／（お一人様）

おとな ５，０００ 円 こども ２，５００ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日までの毎日（日）
◆ ＪＲ富良野駅前（1０：１５発）
→★ ファーム富田（下車観光 ９０分）
→■ パノラマロード江花（車窓）
→★ 千望峠（下車観光 ２０分）
→■ ジェットコースターの路（車窓）
→★ 四季彩の丘（下車観光 ４５分）
→★ 白金 青い池（下車観光 ４０分）
→★ しらひげの滝（下車観光 ２０分）
→★ 北西の丘展望公園（下車観光 ２０分）
→■ パッチワークの路（車窓）
→▼ ＪＲ美瑛駅前（1６：４５頃着） 富良野・美瑛ノロッコ６号17：２1発（旭川行）

→▼ ＪＲ富良野駅前（1７：30頃着）
→▼ 基線バス停留所（1７：４0頃着）
→▼ ホテルナトゥールヴァルト富良野（1７：４５頃着）
→▼ 富良野プリンスホテル（1７：５0頃着）
→▼ 新富良野プリンスホテル（1８：０0頃着）

※１ 特急フラノラベンダーエクスプレス3号は、７月４日（土）～８月２日（日）の運行の為、
接続できない日程がございます。

◆ ＪＲ旭川駅前（1０：４０発）
→◆ 星野リゾートＯＭＯ７旭川（1０：５０発）
→■ パッチワークの路（車窓）
→★ 北西の丘展望公園（下車観光 ２０分）
→■ ジェットコースターの路（車窓）
→■ パノラマロード江花（車窓）
→★ ファーム富田（下車観光 ８０分）
→★ 白金 青い池（下車観光 ４０分）
→★ しらひげの滝（下車観光 ２０分）
→★ 美瑛神社（下車観光 １５分） ※１
→▼ ＪＲ美瑛駅前（1６：４５頃着）

富良野・美瑛ノロッコ６号１７：２1発（旭川行）・普通列車17：04発（富良野行）

→▼ ＪＲ旭川駅前（1７：30頃着） 特急ライラック４０号18：00発（札幌行）

→▼ 星野リゾートＯＭＯ７旭川（1７：４0頃着）
→▼ アートホテル旭川（1７：４５頃着）

● 旅行代金／（お一人様）

おとな ５，０００ 円 こども ２，５００ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日（日）までの毎日

● 旅行代金／（お一人様）

おとな ７，０００ 円 こども ３，５００ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日（日）までの毎日
◆ ＪＲ旭川駅前（1０：１５発）
→◆ 星野リゾートＯＭＯ７旭川（1０：２５発）
→★ 旭岳ロープウェイ

（下車観光・自由昼食 １５０分） ※１
→★ 大雪旭岳源水公園（下車観光 ３０分）
→★ 美瑛神社（下車観光 １５分） ※２
→★ 北西の丘展望公園（下車観光 ２０分）
→■ パッチワークの路（車窓）
→▼ ＪＲ旭川駅前（1７：30頃着）

特急ライラック４０号18：00発（札幌行）

→▼ 星野リゾートＯＭＯ７旭川（1７：４0頃着）
→▼ アートホテル旭川（1７：４５頃着）

※１ 祭典等により一般参拝が受け入れ出来ない場合、立寄りは致しません。

※１ 旭岳ロープウェイが運休の場合、旭岳ロープウェイ・大雪旭岳源水公園には
立寄らず、富良野方面の代替観光に変更致します。
6月29日（月）から旭岳ロープウェイ工事の為、数日間の運休が予定されて
おります。工事期間中は代替観光となりますので予めご了承ください。

※２ 祭典等により一般参拝が受け入れ出来ない場合、立寄りは致しません。

（札幌発）特急フラノラベンダーエクスプレス１号９：４９着

（札幌発）特急フラノラベンダーエクスプレス３号１１：０７着 ※１

（札幌発）特急フラノラベンダーエクスプレス１号９：４９着

（札幌発）特急カムイ７号１０：２５着

（札幌発）特急ライラック５号９：５５着

（美瑛発）富良野・美瑛ノロッコ３号１３：５７着 ● 旅行代金／（お一人様）

おとな ２，５００ 円 こども １，２５０ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日（日）までの毎日

● 旅行代金／（お一人様）

おとな ４，０００ 円 こども ２，０００ 円

● 運行期間／６月２７日（土）～８月１６日（日）までの毎日

アンパンマンショップ

後藤純男美術館（館内）

白金 青い池

美瑛神社

大雪旭岳源水公園（木道）

旭岳ロープウェイ

ドメーヌ・レゾンの詳しい情報はこちら
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ふらのバスで行く 富良野・美瑛・旭川
観光周遊バス ２０２０

●募集人員／４０名（最少催行人員／おとな１名様以上）
●受付締切／運行日前日１７：００まで 但し、空席がある場合に限りインターネットで当日６：００まで受け付けます。
定員になり次第販売を終了いたします。

●添乗員／同行いたしません。
●集合場所／ＪＲ富良野駅前１番乗り場、ＪＲ旭川駅前広場団体バス停車場（１番乗り場）、
新富良野プリンスホテル ロビー、星野リゾートＯＭＯ７旭川 ロビー

●いずれのコースも朝食・昼食代は旅行代金に含まれておりません。事前にお済ませのうえご参加いただくか、各自
でご用意ください。
●各施設の入場・入園料は旅行代金に含まれておりませんので、各自でお支払いただきます。
（「ふらの号フラヌイコース」の後藤純男美術館入館料、「あさひかわ号カムイミンタラコース」の旭岳ロープウェイ運賃
を除く）
●おとな１名につき未就学児１名まで無料／未就学児がバス座席を使用する場合は小学生代金となります。
●バスは定刻通り出発いたします。時間に遅れないようにバスにお集まりください。
●バスは定刻運行に努めますが、道路状況・天候状況により運行に遅延や、観光地の滞在時間の短縮や割愛が生じ
る場合がございます。
●バスが走行中は、シートベルトをご着用ください。
●座席は自由席です。ツアー出発後にご利用のお座席から他のお客様がご利用のお座席への移動はご遠慮ください。
●私有地（農地・山林・住宅）には絶対に立ち入らないでください。
●各コースの降車場所は事前指定となります。ご予約のないホテルには立ち寄りませんので予めご了承ください。
●利用バス会社／ふらのバスまたは旭川電気軌道（共同運行）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）を事前にご確認いただき、お申し込みください。
旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。 http://www.furanobus.jp/pdf/jyoukensyo.pdf

弊社公式ホームページに専用サイトを開設いたします。
（２０２０年４月予定）

定期路線バス
＜富良野⇔旭川空港⇔旭川＞
快速ラベンダー号毎日運行中！！

ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）認証取得 （適用範囲：本社・旅行センター）
北海道知事登録旅行業 第２－１８２号 一般社団法人全国旅行業協会正会員

ふらのバス株式会社 ふらの旅行

〒076-0025
北海道富良野市日の出町１番２６号

ＴＥＬ 0167-23-１１２１ ＦＡＸ ０１６７－２３－３８８１

総合旅行業務取扱管理者／大西 美枝子 担当／白井・新山・桑田
営業時間／９：００～１８：００ 定休日／なし

総合旅行業務取扱責任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記記載の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

■ツアーのお申込・お問い合わせは

旅行企画・実施

ふらのバスは、富良野の新しい観光コンセプト「田園環境観光都市」に先行し、
環境マネジメントシステムに関する国際規格ＩＳＯ１４００１を2004年に取得しました。

http://www.furanobus.jp/

共通のご案内

ご予約について 路線バスのご案内

※ご予約は、リンクオブマインド株式会社が
運営する『ＯＰＴ ＢＯＯＫＭＡＲＫ．ＪＰ（オプ
ションブック）』に外部委託しております。

https://www.optbookmark.jp/

2020.06.16 改訂


