★釧路空港から阿寒湖温泉へのアクセス
・直行バス「阿寒エアポートライナー」と路線バスが１日６往復。バス乗車時間は約 1 時間
15 分。
・10 月 13 日（土）10：00～の総会に出席いただく場合は、前日 10 月 12 日（金）に阿寒
湖入りしていただくことになります。
・10 月 13 日（土）13：00～のフォーラムから出席する場合は、空港 10：00 発、阿寒湖温
泉 11：15 着のエアポートライナーが便利です。
・バス以外の交通手段はタクシー又はレンタカー。

釧路空港⇄

中文版是背面

阿寒湖温泉間の移動は

阿寒エアポート
ライナーが便利!

ここが
！
便利！

Going from Kushiro Airport ⇄Akanko Lake Onsen,Akan Airport Liner is very convenient!

ここが
！
便利！

乗車券はフロントで
販売しております！

This is very convenient!
Ticket is sold at the front desk.

エアポートライナーは
各ホテル前で乗降できます！

This is very convenient!
Airport Line pickup and dropoﬀ in
front of each hotel.

道の駅『阿寒丹頂の里』にて途中下車が可能!
ここが便利！
！

This is very convenient! You can get oﬀ at the “Akan Tanchou no Sato” Michi no Eki

「丹頂の里」
では、地元の食材を味わったり、日帰り温泉に入ったり、
タンチョウを観察したりと様々な楽しみ方があります。
降車後、後続便（路線バス含む）
を利用しても運賃は同額となりますので、是非、
「丹頂の里」へお立ち寄りください。

At “Tanchou no Sato,” there are many things to enjoy, such as local food, daytrip to the hot springs, or watch the Japanese cranes.
Even if your get oﬀ and then board the next bus Liner (including a ﬁxed route bus), your fare remains the same. Be sure to stop by “Tanchou no Sato.”

特産品販売所
道の駅 阿寒丹頂の里「クレインズテラス」 「阿寒マルシェ」

Crane’s Terrace at “Akan Tanchou no Sato” Michi no Eki

赤いベレー

Specialty shop “Akan Marche”

「マリモ国道」
と呼ばれる国道240号線沿いに位置 地元産の肉・魚介類・野菜・お
しています。観光案内所、地元食材を使った軽食喫 菓子など、魅力たっぷりのお
茶などがあり、
イートインコーナーも充実。お気軽 買いものが楽しめます。
においしい地元食材をどうぞ。

釧路湿原美術館

阿寒国際ツルセンター

Red Beret

（日帰り温泉・レストラン・宿
泊）
自然の中でくつろぐひとと
きをお届けする天然温泉宿泊
施設です。タオルのレンタル
も。
レストランの人気メニュー
は「 阿 寒ポークステーキ」や
「阿寒モルトステーキ」
など。

Kushiro Shitsugen Art Museum

「グルス」

※「丹頂の里」
で途中下車後、後続便に再乗車する際は、
チケットを再提示願います。

Akan International
Crane Center “GRUS”

釧路に根をおろし、道東の自
然をモチーフとして作品を描
施設内にはタンチョウの展示 きつづけ
「湿原の画家」
として
解説があり、屋外では自然に 名を馳せた佐々木榮松氏の
近い状態で飼育される姿を通 作品を展示しています。
年観察できます。冬になると
200羽を超える野生のタン
チョウが舞います。

※When boarding the next Liner bus, after geting oﬀ at “Tanchou no Sato,” please show your ticket.

炭砿と鉄道館

Coal Mine and Railroad Museum

施設には、閉山する昭和45年
までの半世紀の間、阿寒の産
業の基幹として支えてきた雄
別炭砿に関する資料を展示し
ています。屋外には生産され
た石炭や一般の貨物、客を乗
せて走り続けた機関車「Ｃ１１
６５」が 展 示 されています 。
（期：5月〜9月）

赤いベレーにてお荷物預かりサービス実施中。手ぶらで身軽に楽しめます！ Red Beret will hold your luggage. Enjoy the tour with your hands free!

バス時刻表

※平成��年��月までの時刻表（最新の時刻表は下記WEBサイトをご確認）

Bus Schedule

※Schedule until November ���� (for the latest schedule, check the website below)

途中下車／再乗車

（道の駅 阿寒丹頂の里）
阿寒湖バスセンター着
Get oﬀ midway /
Arrival at Lake Akan
Get back on
Bus Center
(Michi no Eki Akan
Tanchou no Sato)

釧路空港発

Departure from Kushiro Airport

阿寒エアポートライナー

10：00

10：17

11：15

バス103便 BUS No 103

11：00

11：17

12：05

※バス105便 BUS No 105

12：32

13：04

13：50

14：45

15：02

16：00

Akan Airport Liner

阿寒エアポートライナー
Akan Airport Liner

バス107便 BUS No 107
バス109便 BUS No 109

15：37
18：02

15：54
18：19

Discounted fare
exclusively for
overnight guests

大人 Adult 片道

Child

片道

One way

�,��� yen(tax included)

￥1,080（税込）

※小人は��歳以下（�歳以下で保護者の膝に乗せる場合は無料）
※Children �� years or under (children � years or younger and who can sit
on their parents’ lap are free)

詳しくは公式Webサイト

8：15

8：35

バス104便 BUS No 104

10：25

11：05

11：25

11：40

12：35

13：00

阿寒エアポートライナー
Akan Airport Liner

あかん遊久の里 鶴雅
鶴雅ウイングス
ホテル御前水

19：05

￥1,500

阿寒エアポートライナー

Arrival at
Kushiro Airport

釧路空港着

7：35

阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香

One way

（道の駅 阿寒丹頂の里）
Get oﬀ midway /
Get back on
(Michi no Eki Akan
Tanchou no Sato)

バス102便 BUS No 102

16：40

定価
大人￥2,150のところ
（税込）
Regular price
Adult ￥�,��� will be ￥�,��� yen(tax included)

小人

Departure from Lake Akan Bus Center

ニュー阿寒ホテル

※印は7月1日〜10月31日のみ運行
Times with an *mark only operate between July �-October ��

宿泊者限定割引料金

途中下車／再乗車

阿寒湖バスセンター発

あかん鶴雅別荘 鄙の座

ホテル阿寒湖荘

Akan Yuku no Sato Tsuruga
Lake Akan Tsuruga Wings

11:46

New Akan Hotel

11:48

Hotel Gozensui

11:47

Akan Tsuruga Bessou Hinanoza

11:49

Akan no Mori Tsuruga Resort Hanayuuka
Hotel Akankoso

11:50
11:51

※バス106便 BUS No 106

12：20

13：00

13：35

バス108便 BUS No 108

16：00

16：40

17：00

16：50

17：45

18：10

阿寒エアポートライナー
Akan Airport Liner

あかん遊久の里 鶴雅
鶴雅ウイングス
ホテル御前水
ニュー阿寒ホテル
あかん鶴雅別荘 鄙の座
阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香
ホテル阿寒湖荘

Akan Yuku no Sato Tsuruga
Lake Akan Tsuruga Wings

16:56

New Akan Hotel

16:58

Hotel Gozensui

16:57

Akan Tsuruga Bessou Hinanoza

16:59

Akan no Mori Tsuruga Resort Hanayuuka
Hotel Akankoso

Check our website for details

17:00
17:01

http://ja.kushiro-lakeakan.com/airportliner/

