2021 年 5 月 2 日

「北の駅訪問証」の一部販売形態変更について

昨年 4 月より宗谷本線沿線にて販売中の「北の駅訪問証」の一部駅にて、このたび販売
形態の変更が決定いたしましたのでお知らせいたします。

１．天塩中川駅分の券面デザインを変更します
昨年 7 月に発売を開始いたしました天塩中川駅の北の駅訪問証の表面に、中川町の公
認キャラクターである「じゅえる」を追加することとなりました。これに伴い券面の
デザインが一部変更となります。
（１）図柄イメージ
【旧バージョン】

【新バージョン】

※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。
（２）販売開始日時
2021 年 5 月 15 日（土）

（３）販売場所
Q マート中川店（旧バージョンと同一）
（４）旧バージョンの取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大の影響により満足にご旅行ができない状況が続い
ていることを踏まえ、現在販売中の旧バージョンは、新バージョン販売開始後
も引き続き販売いたします。なお、No.1000 に達した場合はその時点で販売を
終了させていただきます。
※2021 年 3 月末日時点のシリアルナンバーは No.0263
（５）その他
・旧バージョンの販売終了時期は改めてお知らせいたします。
・新バージョンのシリアルナンバーは No.2001 から昇順となります。
・ご購入の際は、新旧バージョンをお間違いないようご注意ください。
・Q マート中川店は現在日曜不定休となっております。

２．紋穂内駅分の販売場所を変更します
現在、紋穂内駅分の販売場所となっております「cafe SUZUKI PUMPKIN」様は冬季
のみの営業のため、5 月 5 日の営業をもちまして今シーズンの定期営業が終了となり
ます。
これに伴い、紋穂内駅分の販売場所を以下の通り変更いたします。
【変更前】
cafe SUZUKI PUMPKIN
最寄り駅：紋穂内駅（2021 年 3 月 13 日以降は初野駅）
定 休 日：月～木（祝日は営業）
【変更後】
恩根内郵便局内、無人販売コーナー（恩根内駅分と同一）
最寄り駅：恩根内駅
定 休 日：土休日
(別紙１一覧参照)
（１）恩根内郵便局内での販売開始日時
2021 年 5 月 21 日（金）午前 9 時

（２）無人販売について
現在販売中の智恵文駅・智北駅、恩根内駅、勇知駅と同様に、紋穂内の「北の
駅訪問証」も、最寄りの郵便局にて無人形式での販売といたします。
詳しくは別紙２をご覧ください。
（３）cafe SUZUKI PUMPKIN での販売
5 月以降も cafe SUZUKI PUMPKIN が臨時営業等を行う際には、恩根内郵便局
と並行して販売いたします。なお、在庫切れ等により予告なく販売を終了する
場合があります。
（４）その他
・シリアルナンバーは No.2001 から昇順で販売いたします。

【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 (赤枠は今回変更分)
所属路線

対象駅

販売場所

営業時間・定休日

ギフトショップ Clim(駅前交流プラザ「よろーな」内)

9:00~16:00

〒096-0001 名寄市東 1 条南 7 丁目 1-10

定休日：年末年始ほか

智恵文

智恵文郵便局

9:00~17:00

智北

〒098-2181 名寄市智恵文 11 線北 23

定休日：土日祝日

名寄
日進
北星

南美深
美深町観光協会
美深

9:00~16:30

〒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)

定休日：元日

cafe SUZUKI PUMPKIN

11:00~22:00

〒098-2365 中川郡美深町西里 13

定休日：夏期休業

初野

紋穂内

恩根内郵便局
〒098-2399 中川郡美深町字恩根内 61
恩根内
美深町観光協会
宗谷本線

豊清水

9:00~17:00
定休日：土日祝日

9:00~16:30

〒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)

定休日：元日

天塩川温泉
咲来

ビレッジショップこしん

9:00~19:00

音威子府

〒098-2501 中川郡音威子府村字音威子府 295 番地

定休日：日曜日

道の駅「なかがわ」

9:00~17:00

〒098-2805 中川郡中川町字誉 498 番地 1

定休日：年末年始

Q マート中川店

9:00~19:00

〒098-2802 中川郡中川町字中川 308

定休日：日曜不定・年始

歌内

ドゥモンド

13:00~16:00

問寒別

〒098-2943 天塩郡幌延町字問寒別 20 番地

定休日：土日祝日

Q マート問寒別店

9:00~17:30

〒098-2943 天塩郡幌延町字問寒別 52 番地

定休日：日曜日・年始

筬島
佐久

天塩中川

糠南

つづく

雄信内
安牛

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

南幌延
上幌延

Q マート幌延店

9:00~19:00

幌延

〒098-3201 天塩郡幌延町 3 条南 2 丁目 20

定休日：日曜日・年始

幌延町移住情報 PR 支援センター「ホロカル」

9:00~16:00

下沼
〒098-3201

宗谷本線

豊富
徳満
兜沼
勇知
抜海
南稚内
稚内

天塩郡幌延町 1 条北 1 丁目 28 番地 10

豊富町観光情報センター
〒098-4138 天塩郡豊富町豊富駅前通

定休日:木曜日・年末年始

9:00~17:00

JR 豊富駅横

定休日：12 月 30 日
～1 月 3 日

勇知郵便局

9:00~16:00

〒098-4581 稚内市抜海村上勇知 591-16

定休日：土休日

ワッカナイセレクト
〒097-0022 稚内市 6 号キタカラビル 1 階
JR 稚内駅横 KITAcolor（キタカラ）内

9:00~18:00
(夏季変更あり)

※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
《無人販売の背景》
・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
《無人販売の概要》
対象駅と発売箇所
・智恵文郵便局（智恵文駅、智北駅）
・恩根内郵便局 (紋穂内駅、恩根内駅)
・勇知郵便局 （勇知駅）
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。
・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。
・ケースから取り出しにくい場合は、ケースの上蓋を一度持ち上げて頂くと取りやすく
なる場合があります。
・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
社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、当社へご連絡ください。

無人販売のイメージ

