STEP
全線乗り放題 モバイル1日乗車券

1

モバイル1日乗車券を入手しよう︕
「モバイル1日乗車券」は、紙やカードの切符ではなく、スマホの画面に、
アプリを通して表示するタイプの電子版の切符（モバイルチケット）になります。

①アプリのダウンロード

期間限定の お!! 得な特別価格

大

人

1,200円

（中学生以上）

土・日・祝・お盆ダイヤ運行の

ご利用日

2022年

7月
8月

こども(小学生)

※小学生未満は無料

10日間限定

500円

QUICK RIDE

7月25日

!
販売開始

30(土)・31(日)
6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)
14(日)・15(月)・20(土)・21(日)

iPhoneでダウンロード

Androidでダウンロード

・ご利用時には「QUICKRIDE」のイン
ストールが必要です。
・ご利用開始時は通信できる環境が
必要となります。
・アプリのダウンロードは無料です。

➁乗車券の購入
❶
❷
❸

バス1日乗車券

❶
❶

STEP

2 スタンプラリーに参加しよう！

≪スタンプラリー参加方法≫
①モバイル1日乗車券を購入してください。
②各チェックポイントへの移動は『じょうてつバス』を利用してね︕
③各チェックポイント(裏面参照)にてモバイル1日乗車券を
施設スタッフへ掲示すると、スタンプ（QRコード）がもらえるよ︕
④対象のQRコードを読み取るだけ︕
八剣山
⑤参加はお一人様一回限りとなります。

スタンプチェックポイント

①定山渓観光協会
②八剣山キッチン＆マルシェ
③八剣山果樹園
④砥山ふれあい果樹園
⑤旧黒岩家住宅 ※8/15（月）休館
⑥ぽすとかん（軟石や）
⑦エドウィン・ダン記念館
⑧豊平川さけ科学館 ※8/15（月）休館

豊平川さけ科学館

エドウィン・ダン記念館

スタンプ3個以上でプレゼント応募のチャンス！

❷
❶事業者名『じょうてつバ
ス』⇒❷企画券⇒❸「チケ
ット」を選択してください。

❶「人数」を選択後、❷購入方法
は「クレジットカード」、「PayPay」を
選択しボタンをタップして下さい

❶「チケットを使う」ボタンをタ
ップしてチケットを表示します。

③バス降車時に乗務員へスマホ画面を見せてください。
て
車券を利用し
モバイル1日乗

念 さらに！
ットできる
豪華景品がゲ

南区区制50周年記

バスを降車する際に、
スマホのチケット
画面を運転士に
見せてください。

る

でめぐ

南

区

魅力再発見

スタンプラリ ー

Let’ｓ TRY!

【モバイル乗車券に関するお問い合わせ】

☎058-324-3123

（年中無休9:00～17:00）

【注意事項】
・同時に購入できるのは大人1～5名・小児0～5名
（最大10名まで）となります。
・同時に購入された2名以上のチケットはご購入され
た内容のグループで同一行程にて使用してください。
・使用するには乗車時に購入済みのチケットを有効
化して頂く必要があります。
・チケットは有効化した乗車当日に限り有効です。

1 組 2 名様
【１等】 章月グランドホテルペア宿泊券
2 組 4 名様
【2 等】 森の謌ランチビュッフェバスパック券
5 組 10 名様
【3 等】 温泉日帰りバスパック券
10 名様
【4 等】 軟石や（ぽすとかん内）オリジナルアロマストーン
40 名様
【5 等】 ぽすとかんオリジナル手ぬぐい
若干名様
【特別賞】 南区誕生 50 周年記念グッズ
10 名様
【特別賞】 定山渓温泉 PR 隊長 『かっぽん』 グッズ
≪プレゼント応募方法≫
専用の応募フォームよりご応募ください。9月1日（木）弊社ホームページにて当選者の
発表をいたします。当選者には景品を郵送いたします。

【主催】 株式会社じょうてつ 【後援】 札幌市 ・ 札幌市教育委員会
【協賛】 定山渓観光協会 ・ 章月グランドホテル ・ 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌 ・ 軟石や

お問合せ

自動車事業部

☎(011)572-3135

（平日）9:00～18:00 (土日祝は休み)

【運行に関するお問い合わせ】 9:00～17:00
川沿営業所 ☎(011)572-3131 ／ 藻岩営業所☎(011)588-3321

札幌の奥座敷

定山渓温泉エリア

歴史と人気を誇る温泉に美しい渓谷。人々を魅了しつづける“
札幌の奥座敷”。景勝地としても有名で自然の中をのんびり歩
いて温泉以外も楽しめます。

登山
ー
ワイナリ
果樹園
験
乗 馬体
e t c…

『かっぱライナー号』
八剣山エリア 八剣山エリアへは
をご利用ください♪
☎かっぱライナー号予約専用ダイヤル
0120-737-109 （9:00～17:00）

②八剣山キッチン＆マルシェ

〇営業時間
▶マルシェ 10:00～17:00
▶キッチン 11:00～17:00（L.O 16:30）
≪最寄り停留所≫『八剣山中央口』下車徒歩4分

〇開館時間9:15～16:45 ※8月15日(月）休館

真駒内競技場前

藻岩高校前

≪最寄り停留所≫
▶真駒内駅から南90・南95・南96・南97のいずれかに乗車
『真駒内競技場前』下車徒歩4分
▶快速7・8全路線、南55札幌駅～藻岩高校前『藻岩高校前』
下車徒歩8分
▶南55札幌駅～硬石山『川沿1条1丁目』下車徒歩8分
札幌市豊平川さけ科学館は、
イトウなどサケ科20種の水槽
展示と、秋には屋外の観察池
でサケの産卵シーンが見られる
科学博物館です。水質悪化に
よって一時期いなくなっていた、
豊平川のサケが復活したことを
記念して建てられた施設です。

南区役所前

真駒内駅

藤野3-2

藤野４-11

⑦エドウィン・ダン記念館

〇開館時間 9︓30～16:30
≪最寄り停留所≫12:全路線定山渓方面行
『南区役所前』下車徒歩2分
北海道の畜産業普及のた
め、アメリカから来日した
指導者、エドウィン・ダン
の功績を記念して建てら
れました。展示室には、
明治時代に撮影された畜
場の写真があり、当時の
逸話とともに絵画を見る
ことができます。

石山エリア

〇開館時間 9:00～16:00 ※8月15日(月）休館

本願寺街道（現・国道230号）の宿泊休憩場所「通行屋」として開拓使により、明治5
年に簾舞に設置された建物。歴史的に通行屋の遺構、建築史的には洋風トラスの工法
が貴重で札幌市指定有形文化財また開拓使時代の洋風建築（一部）として北海道遺
産にも認定されています。

⑧豊平川さけ科学館

石山中央

⑤旧黒岩家住宅（旧簾舞通行屋）
≪最寄り停留所≫
12︓真駒内駅～(簾舞小学校)～定山渓車庫前
『旧簾舞通行屋前』下車徒歩2分

真駒内エリア

南町4丁目

簾舞（みすまい）エリア

快速7:札幌駅～豊平峡温泉
快速7・8:札幌駅～(豊滝）定山渓車庫前
12:真駒内駅～定山渓車庫前
『東簾舞』下車徒歩5分

※7 月 21 日（木）より公開予定

藤野西通

川沿1条1丁目

青少年
会館前

豊滝

藤野西通車庫
簾舞団地

旧簾舞
通行屋前

八剣山
南口

八剣山
中央口

▼

東簾舞

スタンプラリーチェックポイント

最寄り停留所

東海
大学前

定山渓温泉PR隊長

小金湯

モデルコースはこちらで
確認してね！

南区の自然あふれる緑に囲ま
れた果樹園です。ハスカップ・さ
くらんぼ・ブルーベリー・プルーン・
ぶどう・りんごなど、四季折々の
旬な果物狩りや店頭での果
物販売を行っております。
果物狩りのシーズン中は園内
にありますバーベキュースペース
でバーベキューも楽しめます。

果物の直売・果物狩り
でとれ たてを味 わ うこ と
が できます。是非、旬の
味をご 賞味ください♪ま
た自然に囲まれた中で
絶景ジンギスカン・BBQ
を炭火で味わえます︕

小金湯温泉

豊平峡温泉

〇営業時間 9:00～17:00
≪最寄り停留所≫『八剣山南口』下車徒歩1分

中の沢

〇営業時間 平日 11:00～16:00
土日祝 11:00～17:00
≪最寄り停留所≫『八剣山中央口』下車徒歩3分

イベント情報など
定山渓温泉の情報はこちらで︕

定山渓
神社前

じょうてつバス路線図

③八剣山果樹園（八剣山の山小屋） ④砥山ふれあい果樹園

①定山渓観光協会

定山渓
車庫前

3個以上でプレゼント応募のチャンス♪

スタンプ（QRコード）

真駒内本町

定山渓中学校下車徒歩2分
錦橋から望む舞鶴の瀞

沿線の見どころや観光スポットを巡りながらチェックポイントへ！

道路管理
事務所

地元食材にこだわった
イートインレストランと地
域 の農 園で採 れ た 新
鮮 な 野 菜・農 産 加 工
品のショッピングコーナー
が あります。もちろん 各
種八剣山ワインもお買
い求めいただけます。

定山渓神社前下車徒歩2分
『定山寺』定山渓の開拓を行った美泉
定山の遺品などが保管されています。

〇営業時間 9:00～17:00
≪最寄り停留所≫
かっぱライナー号︓
快速7札幌駅～豊平峡温泉
快速7・8︓札幌駅～定山渓車庫前
12︓真駒内駅～定山渓車庫前
※簾舞小学校経由含む
『定山渓神社前』下車徒歩1分

※予約が無い便は運休となりますので、ご利用の際は必
ずご予約をお願いいたします。
※運行している便に当日お席に余裕がある場合は、予
約無しでもご乗車できます。
※予約の受付は前日の17:00までとなります。乗車・降車の停
留所をご指定下さい。
(予約停留所以外は乗車できません。)運行状況により
車両変更になる場合があります。

スタンプラリーチェックポイントマップ

▲旧黒岩家住宅内に展示中の定山渓鉄
道時代に『簾舞駅』～『滝の沢駅』間で使
われていたタブレット閉塞器。
◀旧御料橋か
ら藻岩ダム（藻
岩発電所・取
水堰）を望む。
1936年（昭和
11年）竣工。
『旧簾舞通行屋前』下車徒歩約3分

詳しい路線図や時刻表は「じょうてつバスホームページ」でご確認ください

石山緑地

⑥ぽすとかん（軟石や）

アートが交差する無二の公園

札幌市南区で採掘される天然石、札幌軟石を加工販売する雑貨店です。
店舗がある建物は札幌軟石で建てられているかつての郵便局を活用して
います。歴史ある建物を後世に残すため、ぽすとかん再生プロジェクトを
結成。南区へ札幌市民や観光客をお迎えする一端になれたらとより魅力
的なイベント等を開催しています。

展望テラスやテニスコートなどが設けられた自然
豊かな市民の憩いの場です。 “北ブロック” と、
切り立った岩肌が露出した採石場跡を生かし
た芸術的な景観の “南ブロック” からなり、「ふ
るさと文化百選」にも選ばれた大自然とアート
を融合した公園です。
『石山中央』下車徒歩約7分

〇営業時間
▶軟石や︓10:00～18:00
▶ニシクルカフェ︓11:00～18:00
（L.O17:15）
≪最寄り停留所≫
12:全路線/快速8:札幌駅～藤野3条2丁目
簾舞団地（藤野西通車庫）・豊滝定山渓車庫前
・豊滝・定山渓車庫前
『石山中央』下車徒歩2分

※かっぱライナー号ご利用の場合、乗降できるバス停に制限がございます。

