
2020 年 12 月 30 日 

 

名寄駅、恩根内駅の「北の駅訪問証」の販売を開始します 

 

 2020 年 4 月より販売している「北の駅訪問証」に、新たに名寄駅と恩根内駅が加わるこ

ととなりましたのでお知らせいたします。 

 

《新型コロナウイルスについて》 

 日頃より、新型コロナウイルスへの感染対策にご協力いただき、ありがとうございま

す。引き続き、現地へご訪問の際にはご自身の体調管理などを徹底していただき、特に公

共交通機関ご利用時および販売店様へのご入店時には、マスクの着用およびアルコール消

毒を可能な限りお願いいたします。沿線の皆様のご協力により成り立っている企画です。

マナーと節度を守った行動をお願いいたします。 

 また、販売中の一部の駅が来春廃止となることが決定いたしました。それらの駅が廃止

された後でも、北の駅訪問証は 2022 年 3 月までは継続して販売いたします。また、販売

数に限りもありませんので、無理をせずお楽しみください。 

 なお、当商品の新規発売は決して旅行を推奨するものではございません。状況がさらに

悪化した場合には販売を一時見合わせることもありますのでご了承ください。 

 

１．販売開始日 

 名寄駅 ：2021 年 1 月 6 日(水) 

  恩根内駅：2021 年 2 月 1 日(月) 

 ※発売日が異なりますので、ご注意ください。 

 ※急遽変更となる場合があります。 

 

２．対象駅 

 JR 宗谷本線 名寄、恩根内  計 2 駅 

 ※対象駅は、今後も順次拡大していきます。 

 

３．販売価格 

 1 枚 300 円(税込) 

  



４．販売場所 

 販売対象駅の近隣商業施設等(別紙１一覧参照) 

 各施設の営業時間及び定休日にご注意ください。なお、同一箇所にて複数駅分販売

する場合があります。また、券面の駅と販売場所の最寄り駅が異なることがありま

す。最新の情報は、memo’tock ホームページの特設サイトでご確認ください。 

【特設サイト：https://memotock.jp/kitanoeki/ 】 

 

５．販売枚数 

 販売枚数の限定はせず随時増刷いたしますが、一時的に在庫切れの際はご容赦くだ

さい。また、一度に販売する枚数の上限はありませんが、混雑時等に制限させていた

だく場合があります。 

 

６．図柄イメージ 

   表面には各駅をイメージした写真やキャラクターを、裏面には駅周辺の名所案内を

デザインしました。列車を待つ間、北の駅訪問証を片手に駅周辺の散策をしてみては

いかがでしょうか。 

 

（１） 名寄駅 

   

 

（２） 恩根内駅 

    

 

※タテ 58mm×ヨコ 125mm 

※券面のデザインは変更する場合があります。 

  

https://memotock.jp/kitanoeki/


７．無人販売について 

 「北の駅訪問証」の企画の趣旨に沿うよう、できるだけ各駅の周辺で発売できるよ

う調整しておりますが、周辺に商店がない駅も多数ございます。そのような事情を考

慮し、販売方法の幅を広げることを検討しております。また、昨今の情勢を鑑み、非

対面での販売方法が望まれております。 

そこで、「北の駅訪問証」の今後の新たな販売形態のひとつとなることを視野に入

れ、実験的に恩根内郵便局にて無人販売を行います。 

詳しくは別紙２をご覧ください。 

 

８．その他 

・郵送等での販売は行いません。販売場所へのお問い合わせもご遠慮ください。 

・シリアルナンバー「0001」から順番に販売いたします。券番の指定はできません。 

・各駅周辺はヒグマ等野生動物が多く棲息しております。駅周辺散策の際には、クマ除

け鈴を身に着けるなど、ご自身の安全にご留意ください。 

・裏面の地図に記載の道路の中には、冬期間閉鎖されている箇所がある場合がございま

すので、ご注意ください。 

・北の駅訪問証によって生じた損害については、いかなる場合も弊団体では責任を負い

かねます。 

・北の駅訪問証の販売利益の一部は、宗谷本線の利用促進、及び沿線活性化のために活

用させていただきます。 



【別紙１】(2 ページございます) 

◎現在の販売対象駅及び販売場所一覧 (赤枠は今回発売分 ※ただし北星は発売済) 

所属路線 対象駅 販売場所 営業時間・定休日 

宗谷本線 

名寄 ギフトショップ Clim(駅前交流プラザ「よろーな」内) 

〒096-0001 名寄市東 1 条南 7 丁目 1-10 

9:00~17:00 

定休日：年末年始ほか 北星 

南美深 

美深町観光協会 

〒098-2238 中川郡美深町字開運町 

交通ターミナル内 1 階(JR 美深駅) 

9:00~16:30 

定休日：元日 
美深 

初野 

紋穂内 
cafe SUZUKI PUMPKIN 

〒098-2365 中川郡美深町西里 13 

11:00~22:00 

定休日：月～木(祝は営業) 

恩根内 
恩根内郵便局 

〒098-2399 中川郡美深町字恩根内 61 

9:00~17:00 

定休日：土日祝日 

豊清水 

美深町観光協会 

〒098-2238 中川郡美深町字開運町 

交通ターミナル内 1 階(JR 美深駅) 

9:00~16:30 

定休日：元日 

天塩川温泉 

ビレッジショップこしん 

〒098-2501 中川郡音威子府村字音威子府 295 番地 

9:00~19:00 

定休日：日曜日 

咲来 

音威子府 

筬島 

佐久 
道の駅「なかがわ」 

〒098-2805 中川郡中川町字誉 498 番地 1 

9:00~17:00 

定休日：年末年始 

天塩中川 
Q マート中川店 

〒098-2802 中川郡中川町字中川 308 

9:00~19:00 

定休日：年始 

歌内 ドゥモンド 

〒098-2943 天塩郡幌延町字問寒別 20 番地 

13:00~16:00 

定休日：土日祝日 問寒別 

糠南 
Q マート問寒別店 

〒098-2943 天塩郡幌延町字問寒別 52 番地 

9:00~17:30 

定休日：日曜日・年始 

雄信内 

幌延町移住情報 PR 支援センター「ホロカル」 

〒098-3201 天塩郡幌延町 1 条北 1 丁目 28 番地 10 

9:00~16:00 

定休日:木曜日・年末年始 
安牛 

南幌延 

つづく 



上幌延 Q マート幌延店 

〒098-3201 天塩郡幌延町 3 条南 2 丁目 20 

9:00~19:00 

定休日：日曜日・年始 幌延 

下沼 
幌延町移住情報 PR 支援センター「ホロカル」 

〒098-3201 天塩郡幌延町 1 条北 1 丁目 28 番地 10 

9:00~16:00 

定休日:木曜日・年末年始 

豊富 
豊富町観光情報センター 

〒098-4138 天塩郡豊富町豊富駅前通 

JR 豊富駅横 

9:00~17:00 

定休日：12 月 30 日 

       ～1 月 3 日 

徳満 

兜沼 

※営業時間・定休日は予告なく変更となる場合があります。ご確認のうえお出かけくださ

い。 

  



【別紙２】 郵便局における無人販売について 

 

背景 

 ・当企画の趣旨に沿うよう、周辺に商店のない駅でも当該駅の近辺で販売できるように

することが好ましい 

 ・昨今の情勢から、販売者と購入者の接触のない非対面での販売方式が望まれる 

 

目的 

 ・今後無人販売をする際の適切な形態を把握する 

 

対象駅 

 ・宗谷本線 恩根内駅 

 

発売箇所 

 ・恩根内郵便局 (恩根内発売分) 

 

注意事項 

 ・販売は郵便局内の無人販売スペースです。郵便局窓口では販売しておりません。 

  次ページにある POP が目印です。 

 ・代金は備え付けの集金箱にお入れください。なお、おつりは出ませんので、つり銭の

ないようご準備ください。 

 ・販売ケースから取り出す際には、必ずケースを支えながら 1 枚ずつ取り出してくださ

い。万一取り出しすぎた場合には、ケースの蓋を軽く持ち上げ、取り出し口よりてい

ねいにお戻しください。 

 ・諸般の事情により日付印の用意はございません。ご了承ください。 

 ・印刷ミスや投入金額の誤りなど、北の駅訪問証に関するすべての事柄については、当

団体に直接ご連絡ください。( info@memotock.jp ) 

 ・その他お気づきの点がございましたら、些細なことでも構いませんのでご連絡いただ

けると幸いです。今後の参考にさせていただきます。 

  

つづく 

mailto:info@memotock.jp


 

 

販売ケース(イメージ) 

 

売り場 POP イメージ 


