
 

 

 

 

平成 27 年６月８日 

 

～～～～ひと旅ひと旅ひと旅ひと旅    ふた旅、めぐる旅。青森⇔函館ふた旅、めぐる旅。青森⇔函館ふた旅、めぐる旅。青森⇔函館ふた旅、めぐる旅。青森⇔函館～～～～    

「青森県・函館観光キャンペーン」を実施します 

 

 ＪＲ北海道では、平成 28 年７～９月に開催する「青森県・函館デスティネーションキャンペーン」

のプレイベントとしてＪＲ東日本が実施する「青森県・函館観光キャンペーン～ひと旅 ふた旅、めぐ

る旅。青森⇔函館」と連携し、様々な取り組みを行います。 

青森県・函館エリアは津軽海峡を挟んで太古の昔から深い絆で結ばれて、青函連絡船就航や青函トン

ネル開通により一層の結びつきを強め、様々な文化や人が歩んできました。「食」や「観光」の楽しみ

方には共通点も多く、二つのエリアを訪れることでより魅力ある旅をお楽しみいただけます。さらに、

津軽海峡フェリー「大函丸」や臨時快速「復活海峡号」を利用したコースを設定し、「津軽海峡でつな

がる物語」をテーマとして深く青森県・函館エリアの魅力に触れる旅を提案します。いよいよ今年度末

に迫った北海道新幹線開業に向けた準備が進み行く「青森県・函館」を、是非お楽しみください。 

 

青森県・函館青森県・函館青森県・函館青森県・函館観光観光観光観光キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要                                                                                                                                                        

■実 施 期 間 平成 27 年７月１日（水）～９月 30 日（水） 

■訴求テーマ 「津軽海峡でつながる物語」 

■キャッチフレーズ  「ひと旅 ふた旅、めぐる旅。青森⇔函館」 

■開催エリア 青森県全市町村と津軽海峡を挟んで隣接する道南の 11 の自治体。 

  ※ 道南 11 市町村 

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、 

上ノ国町、江差町 

 

旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品で楽しむ「青森県・函館」の旅で楽しむ「青森県・函館」の旅で楽しむ「青森県・函館」の旅で楽しむ「青森県・函館」の旅                                                                                        

■主な商品  

①①①①    大間のまぐろと大沼のランチを楽しむ！大間のまぐろと大沼のランチを楽しむ！大間のまぐろと大沼のランチを楽しむ！大間のまぐろと大沼のランチを楽しむ！    

観光タクシーとツイン観光タクシーとツイン観光タクシーとツイン観光タクシーとツインクルバスでめぐる青森・函館３日間クルバスでめぐる青森・函館３日間クルバスでめぐる青森・函館３日間クルバスでめぐる青森・函館３日間    

津軽海峡フェリー「大函丸」を利用し、下北半島と函館をお楽しみ 

いただけるコースです。 

【宿泊地】薬研温泉：ホテルニュー薬研（予定）（１泊目） 

函館市内：ロワジールホテル函館（予定）（２泊目） 

【見どころ】恐山、大間のまちあるき、函館山夜景、きじひき高原等 

【昼 食】大間のまぐろ（２日目）、大沼の地産地消ランチ（３日目） 

【おねだん】札幌発大人お一人様３名１室 49,800 円～２名１室 67,900 円 

 

②②②②    会員バス「太宰と奥津軽号」でめぐる津軽半島探訪の旅３日間会員バス「太宰と奥津軽号」でめぐる津軽半島探訪の旅３日間会員バス「太宰と奥津軽号」でめぐる津軽半島探訪の旅３日間会員バス「太宰と奥津軽号」でめぐる津軽半島探訪の旅３日間    

蟹田駅を仮想「奥津軽いまべつ駅」としたバスを利用したコースです。 

【宿泊地】浅虫温泉：海扇閣（予定）（１泊目） 

青森市内：ホテルサンルート青森（予定）（２泊目） 

【見どころ】十三湖、津軽鉄道、斜陽館、青森市内等 

【おねだん】札幌発大人お一人様３名１室 43,600 円～２名１室 59,000 円 

 

 斜陽館 



③③③③    びゅうバスでめぐる八甲田びゅうバスでめぐる八甲田びゅうバスでめぐる八甲田びゅうバスでめぐる八甲田（（（（「「「「東北旅物語東北旅物語東北旅物語東北旅物語」に掲載」に掲載」に掲載」に掲載））））    

八甲田ロープウェイ、奥入瀬渓流、三内丸山遺跡など、青森県の見どころが 

いっぱいのコースです。 

１日目は十和田湖畔温泉、２日目は浅虫温泉と、青森県の温泉も満喫できます。 

【おねだん】札幌発大人お一人様３～５名１室 42,300 円～２名１室 66,800 円 

 

④④④④    函館港まつり花火大会と青森ねぶた祭り函館港まつり花火大会と青森ねぶた祭り函館港まつり花火大会と青森ねぶた祭り函館港まつり花火大会と青森ねぶた祭り（「東北夏祭り」に掲載（「東北夏祭り」に掲載（「東北夏祭り」に掲載（「東北夏祭り」に掲載））））    

北海道を代表する夏祭り「函館港まつり」花火大会と、東北を代表する夏祭り 

「青森ねぶた祭りの両表を観覧できるコースです。特に「青森ねぶた祭」は、 

観覧席より見学できます。（出発日は８月１日のみ） 

【おねだん】札幌発大人お一人様２名１室（ダブル）62,800 円～２名１室 64,800 円 

  

 

 

 

 

 

※※※※    本商品は、ＪＲ北海道の旅行センター（ツインクルプラザ）やツインクルデスク本商品は、ＪＲ北海道の旅行センター（ツインクルプラザ）やツインクルデスク本商品は、ＪＲ北海道の旅行センター（ツインクルプラザ）やツインクルデスク本商品は、ＪＲ北海道の旅行センター（ツインクルプラザ）やツインクルデスク（電話（電話（電話（電話 011011011011----219219219219----5489548954895489    営業時間営業時間営業時間営業時間    9:309:309:309:30～～～～20:0020:0020:0020:00））））

で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。    

臨時快速「復活海峡号」臨時快速「復活海峡号」臨時快速「復活海峡号」臨時快速「復活海峡号」運転運転運転運転                                                                                                                                    

キャンペーンの開幕を記念し、かつて青森・函館間を運転した快速「海峡号」にちな 

んで、７月４日（土）の一日限定で「復活海峡号」（団体臨時列車）として運転し、 

この列車を利用した旅行商品を発売します。定員は２コース合計４０名です。 

また、函館駅では上り列車にて出発式を開催するほか、函館駅・木古内駅では、お出 

迎えイベントの開催を予定しています。 

なお本商品は、６月９日（火）１４：００より発売いたします。 

①①①①    １泊２日青森宿泊コース（７月４日出発）１泊２日青森宿泊コース（７月４日出発）１泊２日青森宿泊コース（７月４日出発）１泊２日青森宿泊コース（７月４日出発）    

函館・青森間で復活海峡号に乗車し、青森市内に宿泊するコースです。 

②②②②    ０泊２日夜行コース（７月４日出発）０泊２日夜行コース（７月４日出発）０泊２日夜行コース（７月４日出発）０泊２日夜行コース（７月４日出発）    

函館・青森間で復活海峡号に、復路は急行「はまなす」号に乗車するコースです。 

※※※※    参加特典 

かつての名物駅弁「青函トンネル弁当」や記念乗車証をプレゼントします。 

※※※※    本商品は、本商品は、本商品は、本商品は、ＪＲ北海道のＪＲ北海道のＪＲ北海道のＪＲ北海道の旅行センター旅行センター旅行センター旅行センター（ツインクルプラザ）やツインクルデスク（電話（ツインクルプラザ）やツインクルデスク（電話（ツインクルプラザ）やツインクルデスク（電話（ツインクルプラザ）やツインクルデスク（電話 011011011011----219219219219----5489548954895489    営業時間営業時間営業時間営業時間    9:309:309:309:30～～～～20:0020:0020:0020:00））））

で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。で発売します。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。    

    

おトクおトクおトクおトクなきっぷ「北東北フリーきっぷ」で楽しむ「青森県・函館」の旅なきっぷ「北東北フリーきっぷ」で楽しむ「青森県・函館」の旅なきっぷ「北東北フリーきっぷ」で楽しむ「青森県・函館」の旅なきっぷ「北東北フリーきっぷ」で楽しむ「青森県・函館」の旅                                                                                                                                    

北海道から青森県をくまなく巡るなら、「北東北フリーきっぷ」がオススメです。 

青森県はもちろん秋田県・岩手県の東北３県がフリーエリアで、ＪＲ線普通列車 

（自由席）が乗り降り自由のおトクなきっぷです。札幌、旭川、函館の３つの駅 

からの出発駅をお選びいただけます。函館駅でも途中下車できますので、函館と 

青森を一挙に観光したい方にもピッタリ。 

 ■ご利用期間・発売期間  通年 

 ■有効期間    札幌発・旭川発：６日間、函館発：４日間 

 ■おねだん    札幌発 17,800 円、旭川発 20,780 円、函館発 12,960 円 

          ※こども半額 

    ※※※※    北東北フリーきっぷの詳細については、弊社ホームページ等をご参照ください。北東北フリーきっぷの詳細については、弊社ホームページ等をご参照ください。北東北フリーきっぷの詳細については、弊社ホームページ等をご参照ください。北東北フリーきっぷの詳細については、弊社ホームページ等をご参照ください。    

 

青森県や函館エリアを周遊するおすすめモデルコースを専用パンフレットでご紹介しています。モデルコー

スには、人気観光列車「リゾートしらかみ」を利用するコースなどを紹介しています。

 恐山  奥入瀬渓流  のっけ丼 



オプショナルプランで楽しむオプショナルプランで楽しむオプショナルプランで楽しむオプショナルプランで楽しむ「函館・道南」「函館・道南」「函館・道南」「函館・道南」の旅の旅の旅の旅                                                                                                    

函館・道南エリアを、よりお楽しみいただける様々な商品をご用意しています。 

①①①①    函館まちあるきガイドツアー函館まちあるきガイドツアー函館まちあるきガイドツアー函館まちあるきガイドツアー    

・ きらめきの元町☆ライトアップガイドツアー（お一人様 500 円） 

ライトアップされた元町教会群等をガイドさんの案内で巡ります。 

・ 青森県・函館ＤＣ１年前記念企画「元町ゆっくり散策コース」 

（お一人様 午前コース・午後コース 500 円、通しコース 1,000 円） 

美しい元町を、ガイドさんの案内で「ゆっくりと」巡ります。 

②②②②    はこだてグルメチケットはこだてグルメチケットはこだてグルメチケットはこだてグルメチケット    

ピンチョス（おつまみ）とドリンク１杯を 1,000 円で楽しめるチケットです。 

（参加店舗：ロワジールホテル函館内夜景バーEstelado、函館国際ホテル内スカイラウンジ「ル・モン・ガギュー」、 

 函館ビヤホール、ベイサイドレストランみなとの森、ビストロ ハク） 

③③③③    大沼三昧。季節の彩大沼三昧。季節の彩大沼三昧。季節の彩大沼三昧。季節の彩りりりりランチランチランチランチ    

地場産の野菜や乳製品、大沼牛など、地産地消にこだわった旬感カジュアル 

ランチコース。メインプレートとスープ、デザートをお楽しみいただけます。 

（参加店舗：ターブル・ドゥ・リバージュ、クロフォード・イン大沼、函館大沼プリンスホテル） 

④④④④    ツインクルバス大沼・縄文文化号ツインクルバス大沼・縄文文化号ツインクルバス大沼・縄文文化号ツインクルバス大沼・縄文文化号    

函館山や大沼公園に加え、新函館北斗駅や車両基地の建設風景も一望 

できるきじひき高原やしかべ間歇公園、函館市縄文文化交流センター 

などを見学するＪＲ利用者限定のバスです。 

■運行期間 ７月 18 日（土）～８月 30 日（日）までの毎日と 

９月５日（土）～27 日（日）の土日祝 

■料 金 終日コース 大人 3,400 円、こども 2,300 円 

午前コース 大人 1,200 円、こども 700 円          

午後コース 大人 2,700 円、こども 2,100 円            

⑤⑤⑤⑤    はこだて旅するパスポートはこだて旅するパスポートはこだて旅するパスポートはこだて旅するパスポート    

函館・北斗・七飯・鹿部・森エリアの周遊観光に便利なフリーパス。フリー 

エリアではＪＲ・函館バス・函館市電が乗り降り自由です。またきっぷの呈示 

で、さまざまな割引などの特典を受けることができ、このエリアの観光には 

おすすめです。 

■ご利用期間 平成 27 年４月１日～平成 28 年４月１日 

■発売期間 平成 28 年３月 31 日まで 

■有効期間 ２日間 

■おねだん 大人 3,080 円 こども 1,540 円 

※※※※フリーエリフリーエリフリーエリフリーエリア等、ア等、ア等、ア等、    詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。    

⑥⑥⑥⑥    定期観光バス「江差・松前定期観光バス「江差・松前定期観光バス「江差・松前定期観光バス「江差・松前    名所周遊号」名所周遊号」名所周遊号」名所周遊号」（運行：函館バス）（運行：函館バス）（運行：函館バス）（運行：函館バス）    

歴史の町・江差や松前を周遊する定期観光バスです。松前藩屋敷や 

松前城、江差町のいにしえ街道散策等をお楽しみいただけます。 

■運行期間 10 月 31 日（土）までの毎日           

■料 金 大人 6,500 円、こども 4,000 円（昼食付）                 

 ※ ＪＲ利用者専用料金 大人 5,500 円、こども 3,300 円 

⑦⑦⑦⑦    江差・松前千年北海道手形江差・松前千年北海道手形江差・松前千年北海道手形江差・松前千年北海道手形    

函館バスの路線バスが３日間乗り降り自由となるほか、定期観光 

バス「江差・松前 名所周遊号」にも乗車できるお得な商品です。 

■発売期間 ７月１日（水）～９月 30 日（水） 

■有効期間 乗車日から３日間         

■料 金 大人 4,800 円 こども 2,400 円  

※※※※    定期観光バスの入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの入場料・昼食代は含まれておりません。    

※※※※    詳しくは専用パンフレット又は「旬感千年北海道」ホームページをご参照ください。詳しくは専用パンフレット又は「旬感千年北海道」ホームページをご参照ください。詳しくは専用パンフレット又は「旬感千年北海道」ホームページをご参照ください。詳しくは専用パンフレット又は「旬感千年北海道」ホームページをご参照ください。    

きじひき高原・屋内展望施設 

 松前藩屋敷 

江差いにしえ街道 



⑧⑧⑧⑧    函館発着の日帰り旅行商品「函館発着の日帰り旅行商品「函館発着の日帰り旅行商品「函館発着の日帰り旅行商品「日帰り日帰り日帰り日帰り    ＪＲでＪＲでＪＲでＪＲでぷらりぷらりぷらりぷらり旅」旅」旅」旅」    

・ 矢越海岸秘境ツアーとはこだて和牛グルメ 

ＴＶなどでも話題になっている矢越海岸クルージングや、木古内名物 

「はこだて和牛御膳」をお楽しみいただきます。 

■設定日  ７月３日（金）～９月 27 日（日）の金土日 （設定除外日あり）    

■料 金  函館発着で大人お一人様 8,600 円～10,200 円 

・ 松前歴史めぐりの旅 

松前公園を専門の歴史ガイドさんの案内で巡ります。 

昼食は「まぐろ御膳」か「藩主料理」をお選びいただきます。     

■設定日  ７月１日（水）～９月 30 日（水）（設定除外日あり） 

■料 金  函館発着で大人お一人様 7,000 円又は 8,500 円   

・ 江差いにしえ街道まち歩き 

旧江差線に代わる路線バスに乗り、江差のまちへ。 

ガイドさんの案内で、いにしえ街道の町歩きをお楽しみいただきます。                                           

■設定日  ７月１日（水）～９月 30 日（水）（設定除外日あり） 

■料 金  函館発着で大人お一人様 5,600 円                  

※※※※    詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。    

 

歩いて楽しむ「函館・道南」の旅歩いて楽しむ「函館・道南」の旅歩いて楽しむ「函館・道南」の旅歩いて楽しむ「函館・道南」の旅                                                                                                                                                    

「青森県・函館観光キャンペーン」の開催を記念した「ＪＲヘルシーウォー 

キング」を、下記のとおり開催します。 

２日間共参加をすると、オリジナルマップケースをプレゼントするほか、 

ツインクル旅行商品を利用し、両コースに参加をすると、参加・事前予約 

ポイントが２倍になります。この機会にぜひご参加ください。 

■７月 11 日（土）五稜郭駅→函館駅 

 史跡五稜郭、四稜郭と亀田川・函館ウォーク～戊辰戦争に思いを馳せて～ 

■７月 12 日（日）七飯駅 

 “新幹線車両基地のまち”七飯・赤松街道ウォーク 

※ 両日ともに、五稜郭駅・七飯駅で横断幕によるお出迎えを実施します。    

※ ９月も木古内駅で開催を予定しています。 

 

駅の装飾及び宣伝について駅の装飾及び宣伝について駅の装飾及び宣伝について駅の装飾及び宣伝について                                                                                                                                            

ＪＲ北海道及びＪＲ東日本の主要駅では、「のぼり旗」「バナーフラッグ」 

などで装飾を行い、青森県・函館への旅行ムードを盛り上げるほか、パン 

フレットやポスターなどによる情報発信をしていきます。また、キャンペ 

ーンエリア内（青森県・道南）の駅を中心としたＪＲ社員、観光関係者は 

統一のバッチを着用し、おもてなしいたします（予定）。 

 

【おもてなしバッジ・バナーフラッグ・のぼり旗】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 画像はすべてイメージです。 

オリジナル 

マップケース 

（イメージ） 

 まぐろ御膳 

矢越海岸クルージング 


