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←富良野 札幌→

指定席

１　 ２ ３ ４ ５

ラベンダー編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 指定席

下り 到着時刻 出発時刻

札 幌 8:13

岩 見 沢 8:45 8:46

滝 川 9:11 9:12

旭 川 9:46 10:00

美 瑛 10:27 10:37

美 馬 牛 10:45 10:47

上富良野 10:57 11:03

中富良野 11:11 11:17

富 良 野 11:25

上り 到着時刻 出発時刻

富 良 野 15:22

芦 別 15:47 15:48

滝 川 16:15 16:16

岩 見 沢 16:45 16:46

札 幌 17:22

  2021年３月 26日 
 

 

 

261系 5000代「ラベンダー」編成は、初日に編成名の「ラベンダー」にちなみ札幌から

富良野まで「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号で運転した後、５月中旬

から下旬にかけては各方面への特急列車としても運転します。 

このたび、各列車で実施するイベント等の詳細が決まりましたのでお知らせします。 

 

１．デビュー運転「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号 

 

 ⑴運転概要 

①運転日：2021年５月８日（土） 

②運転編成 

「ラベンダー」編成（５両）にて、全車指定席で運転します 

 

   

  

 

 

③「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号の運転区間・時刻 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

15:22発

8:13発

17:22着

旭川 美瑛

富良野

札幌

美馬牛

上富良野

中富良野

11:25着

滝川

岩見沢

芦別

【261系 5000代ラベンダー編成】 

【デビュー運行経路】 

特急車両「ラベンダー」編成のデビュー運行についてお知らせします！ 

 

【運転時刻】 
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沿線の食材の魅力を引き

出した「たから箱」を、「ラ

ベンダーラウンジ」でぜひ

ご賞味ください。 

⑵「デビュー運転記念企画」日帰りツアー 
「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号に乗車するツアーを設定します。 

 ツアーでは１号車「ラベンダーラウンジ」にてＪＲタワーホテル日航札幌による特製弁当「北海 

道のたから箱」を提供する「ダイニングカープラン」と、「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵ 

ＲＡＮＯ」号を模したオリジナル弁当がついた「スタンダードプラン」、「鉄道好きによる鉄道フ 

ァンのための企画」の３コースを販売します。 

 

  ①ツアータイトル 「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号で行く 

           富良野満喫ツアー 

 

  ②ツアー発売日：2021 年３月 29日（月）10:00より受付開始 

 

③プランのご案内 

■ダイニングカープラン 

〇商品名称 「特製お弁当付きダイニングカープラン」 

〇旅行代金  19,500円（こども 14,000円） 

 沿線の食材の魅力を引き出した「北海道のたから箱」を１号車「ラベンダーラウン 

ジ」にてお楽しみいただくプランです。 

往路札幌から富良野までの１号車ラベンダーラウンジは、本プランのお客様専用と 

なります。 

  

 

 

  

 

 

 

 

■スタンダードプラン 

〇商品名称 「軽朝食付きスタンダードプラン」 

〇旅行代金  15,500円（こども 10,000円） 

ラベンダー編成の車両を模したお弁当をご用意。ご自身の指定席で召し上がってい 

ただきます。 

 

■鉄道ファン必見！鉄道好き社員による鉄道ファンのための企画 

〇商品名称 「星の降る里あしべつ 旧三井芦別鉄道・滝里ダム 探訪の旅」 

〇旅行代金  19,000円（こども 14,000円） 

   旧三井芦別鉄道を知る専門ガイドが芦別をご案内いたします。 

 

※ツアー詳細、お申込み方法はホームページをご覧ください。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/tour/pack.html 

「北海道のたから箱」 

https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/tour/pack.html
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【ツアーの特徴】 

   〇各プランでオリジナルの特典をご用意しております。 

○「特製お弁当付きダイニングカープラン」は１回目と２回目が選択できます。 

○デビュー日（5/8）限定でフラノマルシェ発のオプショナルツアーを設定します。 

（「ダイニングカープラン」「スタンダードプラン」の方のみお申込みいただけます） 

 

 

■テレビドラマ放映 40周年「北の国から」ロケ地を巡る 

      行程紹介（ＪＲ布部駅、麓郷街道（車窓）、五郎の石の家、八幡丘（車窓）） 

      予約（ https://www.optbookmark.jp/plans/2721/preview ） 

    ■富良野の特産品と「ニングルテラス」 

      行程紹介（富良野チーズ工房、ニングルテラス、ふらのワイン工場） 

      予約（ https://www.optbookmark.jp/plans/2720/preview ） 

    ※予約は全て事前受付となり、インターネットからお客様ご自身でのお申し込み 

になります。 

    ※企画実施、ふらのバス(株)ふらの旅行 

    

⑷「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ号」を行程に組み込んだ旅行商品（ツ

アー）のご紹介 

「HOKKAIDO LOVE! FURANO」号を行程に組み込んだ旅行商品を本州エリアの旅行会社よ 

り発売しています。発売の商品については次のとおりです。 

 

【クラブツーリズム】 

①ロイヤル・グランステージ「四季の華」 

〇ツアー名称（団体旅行商品） 

５月８日デビュー「特急ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号に乗車 

涼風が誘う富良野の美景３日間』（コース番号：29223-990） 

 〇旅行代金 165,000 円～180,000円 

②クラブツーリズムの旅 

 〇ツアー名称（団体旅行商品） 

  デビュー初日の限定企画ＪＲ北海道新造観光列車「２６１系５０００代・ラベン 

ダー編成」ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ号に乗ろう２日間 

（コース番号：30000-941） 

   〇旅行代金 60,000 円 

  ※行程等の詳細は旅行会社へお問い合わせください。 

 

⑸ご案内 

〇５月８日デビュー運行「下り（札幌→富良野）」の「ラベンダーラウンジ（１号車フ 

リースペース）」は「ダイニングカープラン」専用となります。予めご了承ください。 

〇「HOKKAIDO LOVE! FURANO」号の指定券（きっぷ）につきましては、４月８日の 10:00

から全国の主な駅「みどりの窓口」及び主な旅行会社等での発売となります。 

オプショナルツアー（２コース） 

https://www.optbookmark.jp/plans/2721/preview
https://www.optbookmark.jp/plans/2720/preview
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⑹「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ＦＵＲＡＮＯ」号車内でのイベント 

〇沿線の皆様による特産品販売を実施 

１号車「ラベンダーラウンジ」の販売カウンターにて、特産品販売を実施します。 

 

【下り（札幌→富良野間）】 ご協力：「富良野美瑛広域観光推進協議会」 

 

商品名（販売商品の一例） 販売価格（税込） 

ラベンダーウォーター（200ml） 330円 

ラベンダーポプリ（30ｇ） 440円 

ラベンダー香り袋 220円 

ラベンダーエッセンシャルオイル（10ml） 1,870円 

富良野ラベンダーティー（500ml） 140円 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上り（富良野→札幌間）】 ご協力：「滝川市」「たきかわ観光協会」 

 

商品名（販売商品の一例） 販売価格（税込） 

「滝川お米チップス」（たまねぎ味、ごぼう味） 各 60ｇ 400 円 

「モンモオ」  140 円 

「滝川旅情」 143 円 

「はちみつリング」（メープルほか各種あり） 195 円 

「はるゆたかラスク」  173 円 

 

 

 

 

 

 

 

 モンモオ 滝川旅情 滝川お米チップス 

ラベンダー 

ウォーター 

ラベンダー 

香り袋 

富良野 

ラベンダーティー 

※仕入状況により取扱商品が変更になる場合があります。 

また、搭載数には限りがありますので、売り切れの際にはご容赦ください。 
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〇美唄市出身のヴァイオリニスト・杉田知子氏による特別コンサートを実施します。 

  「ラベンダーラウンジ」にて演奏をお聴きいただきます。奏でる美しいハーモニー 

を、車窓から望む風景とともにご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇富良野観光協会様による沿線紹介を実施します。（実施区間：旭川～富良野） 

美瑛～美馬牛間の見どころ「赤い屋根の小屋」など、富良野線沿線の魅力について 

ご案内いたします。 

 

〇乗車証明書をプレゼントいたします。 

下り、上りで異なったデザインの乗車証明書をご用意します。 

  

配布区間 下り：滝川出発後、上り：滝川出発後  

 

  

 

 

 

【プロフィール】杉田 知子氏（ヴァイオリン） 

 美唄市出身。フェリス女学院短期大学音楽科卒業。

北本和彦、久保田良作各氏に師事。ソロ・室内楽を

中心に道内外で活動。クラシックのみならず、ポピ

ュラーやジャズなどジャンルを超えたレパートリー

を持つ音楽家。 

 1994年、女性だけの弦楽四重奏団「カルテット・

クォーク」を結成・主宰し、2004年北海道文化財団

ほっかいどう移動小劇場事業音楽部門で推薦団体と

なる。これまでに多くのアーティストと共演し、レ

コーディングの参加も多数。2002年に自身の 1st ア

ルバム「Memories of Northern Lake」をジャズギタ

リスト笹島明夫とカリフォルニアで収録。2012年、

再び笹島明夫（gt）、ハービー・エス（bs）、ジーン・

ジャクソン（dr）と共に珠玉の 2nd アルバム「Autumn 

Leaves」を発表。2020年 1 月ソロアルバム「Feel at 

Home 〜美しき唄〜」をリリース。 

近年では、加藤登紀子 50 周年コンサート、NHK TV

「北の大地のコンサート」、札幌消防音楽隊との共演

等で音の可能性を追い求めている。景色のながれる

音楽を目指し毎年開催しているライヴコンサート

は、「会」を重ねるごとに音楽感が膨らんでいる。ま

た、身障者施設・介護施設・病院・学校・幼稚園へ

の訪問演奏も積極的におこなっている。 

 ヤマハポピュラーミュージックスクール・アドバ

イザリースタッフ講師、伊達メセナファミオン講師

（2004－2008）。 

【（下り）イメージ】 
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←網走 札幌→

指定席 自由席通常編成
（４両編成）

指定席 グリーン車 自由席

（遠軽～網走間逆向き）

１　 ２ ３ ４

ラベンダー編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 指定席

１　 ２ ３ ４ ５

自由席

【イメージ】 

２．「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！」を掲げた各方面へのお披露目運転について 

 多目的車両の利点を活かし、５月中旬からの土曜・日曜に、札幌から網走、函館、釧路

方面への特急列車として「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！」を掲げてお披露目運転します。 

乗車券・特急券のご購入でどなたでもご乗車いただけます。指定席のほか、自由席も設

置しますので、ぜひこの機会に「ラベンダー」編成での旅をお楽しみください。 

 

⑴ 運転日、運転区間について 

①2021年５月 15日（土）、16日（日） 

HOKKAIDO LOVE! オホーツク１号 

札幌 6:56  ⇒ 網走 12:17 

HOKKAIDO LOVE! 大雪４号 

網走 12:35 ⇒ 旭川 16:19 

②2021年５月 22日（土）、23日（日） 

HOKKAIDO LOVE! 北斗６号 

札幌 8:32  ⇒ 函館 12:23 

HOKKAIDO LOVE! 北斗 19号 

函館 17:52 ⇒ 札幌 21:36 

③2021年５月 29日（土）、５月 30日（日） 

HOKKAIDO LOVE! おおぞら３号 

札幌 8:51  ⇒ 釧路 13:20 

HOKKAIDO LOVE! おおぞら８号 

釧路 13:42 ⇒ 札幌 18:03 

 

 

 

 

  〇各方面への運行を記念し、各方面で列車ごとに異なった 

デザインの乗車証明書を配布いたします。  

 

⑵ 札幌から網走方面への運転について 

〇運転日：2021年５月 15日（土）、16日（日） 

  〇運転区間：「HOKKAIDO LOVE!オホーツク１号」札幌 6:56  ⇒ 網走 12:17 

        「HOKKAIDO LOVE!大雪４号」   網走 12:35 ⇒ 旭川 16:19 

  〇運転編成：「ラベンダー」編成にて、指定席３両、自由席１両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

  

〇乗車証明書のプレゼント 

  配布区間 オホーツク１号：美幌出発後、大雪４号：遠軽出発後 

 

〇網走駅でのイベント 

５月 15日（土）は、網走市の皆さまのご協力を 

いただき、横断幕の掲出、ちょっぴりプレゼント等 

のお出迎えを行います。 

【網走駅】 
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←函館 札幌→

５１　 ２ ３ 　４

通常編成
（５両編成）

グリーン車 指定席 指定席 自由席

自由席

１　 ２ ３ ４ ５

自由席

ラベンダー編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 自由席

⑶ 札幌から函館方面への運転について 

 〇運転日：2021年５月 22日（土）、23日（日） 

  〇運転区間：「HOKKAIDO LOVE!北斗 ６号」札幌 8:32  ⇒ 函館 12:23 

        「HOKKAIDO LOVE!北斗 19号」函館 17:52 ⇒ 札幌 21:36 

  〇運転編成：「ラベンダー」編成にて、指定席２両、自由席２両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

〇乗車証明書のプレゼント 

 配布区間 北斗６号：森出発後、北斗 19号：白老出発後 

 

〇函館駅でのイベント 

５月 22日（土）は、函館、道南エリアの宿泊・観光施設 

の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、ちょっぴ 

りプレゼント等のお出迎えを行います。 

 

 

〇「はまなす」編成での特急列車運転に合わせ、函館駅から乗車できる「道南いさりび 

鉄道」の普通列車を特別に「急行色＋首都圏色」車両で運転します。ぜひ、函館から 

一歩先の道南いさりび鉄道線の旅もお楽しみください。木古内からは、北海道新幹線 

にお乗り換えで旅を続けるのもいかがでしょうか。 

   ※運行状況により、使用車両が急遽変更になる場合があります。 
 

対象列車（道南いさりび鉄道線） 使用車両（「首都圏色+急行色」車両） 

【運転日：5/22、23】 

函館 13:35発 木古内行 

普通列車（木古内 14:36着） 

 

木古内 15:19発 函館行 

普通列車（函館 16:22 着） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

道南いさりび鉄道での取り組みのご紹介 
 

 ○乗車記念カードのプレゼント 

  ・５月 22日（土）、23日（日）に「急行色＋首都圏色」車両で運転する普通列車の車 

内にて、「ラベンダー」編成での特急列車にご乗車のお客様を対象に、乗車記念カー

ドをプレゼントします。 

【函館駅】 

【提供：道南いさりび鉄道】 
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←釧路 札幌→

１　 ２ ３ 　４ ５

通常編成
（５両編成）

グリーン車 指定席 指定席 自由席

１　 ２ ３ ４ ５

自由席

ラベンダー編成
（５両編成）

フリースペース 指定席 指定席 自由席 自由席

 
 

配布方法 ５月 22 日（土）、23 日（日）の「北斗６号」「北斗 19 号」の乗車に必要

な乗車券類（指定席特急券、自由席特急券など）または「北斗６号」「北

斗 19号」の乗車証明書を車内でアテンダントへ提示 

配布区間 函館 13:35 発  木古内行普通列車の車内 上磯～茂辺地間 

木古内 15:19発 函館行普通列車の車内  茂辺地～上磯間 

 

⑷ 札幌から釧路方面への運転について 

  〇運転日：2021年５月 29日（土）、５月 30日（日） 

  〇運転区間：「HOKKAIDO LOVE!おおぞら３号」札幌 8:51  ⇒ 釧路 13:20 

        「HOKKAIDO LOVE!おおぞら８号」釧路 13:42 ⇒ 札幌 18:03 

 〇運転編成：「はまなす」編成にて、指定席２両、自由席２両で運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

〇乗車証明書のプレゼント 

 配布区間 おおぞら３号：池田出発後、おおぞら８号：新夕張出発後 

 

  〇釧路駅でのイベント 

５月 29日（土）は、釧路や帯広周辺エリアの宿泊・観 

光施設の皆さまのご協力をいただき、横断幕の掲出、 

ちょっぴりプレゼント等のお出迎えを行います。 

 

 

 

 

【釧路駅】 

「ラベンダー」編成で運転する各特急列車の指定券は運転日の１ヶ月前の午前 10 時か

ら、全国の駅「みどりの窓口」や主な旅行会社で発売します。ぜひこの機会に春の北海道

の旅をお楽しみください。 

現在、北海道において、利用者の快適性・利便性の向上につながる観光列車として活用

可能な車両の導入に対する支援についてご検討を進めていただいており、この「ラベン

ダー」編成が支援対象となる予定です。 


