
 

 

 

 

 

平成 28 年５月 17 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・函館デスティネーションキャンペーン」期間中 

ＪＲ北海道では様々な取り組みを実施します！ 

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

（以下、青函ＤＣ）の期間中、函館エリアを中心に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、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。 

平成 28 年３月 26 日の北海道新幹線の開業でよりつながりが深まった「青森県・函館」を、是非お楽

しみください。 

    

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                                                                                        

■青森県と函館エリアをめぐる主な商品  

①①①①    大沼と下北を満喫！北海道新幹線とリゾートあすなろに乗る函館・青森大沼と下北を満喫！北海道新幹線とリゾートあすなろに乗る函館・青森大沼と下北を満喫！北海道新幹線とリゾートあすなろに乗る函館・青森大沼と下北を満喫！北海道新幹線とリゾートあすなろに乗る函館・青森３日間３日間３日間３日間    

函館観光と大間のまぐろ定食、びゅうばす「下北半島の魅力発見！下北号」で、

下北のほたて殻剥き体験、恐山などをお楽しみいただけるコースです。 

【宿 泊 施 設】函館市内：ロワジールホテル函館（予定）（１泊目） 

下北市内：むつグランドホテル（予定）（２泊目） 

【おねだん】札幌発大人お一人様３名１室 66,500 円～２名１室 77,900 円 

 

②②②②    夏の津軽を楽しむ！津軽の歴史と田んぼアート満喫の旅３日間夏の津軽を楽しむ！津軽の歴史と田んぼアート満喫の旅３日間夏の津軽を楽しむ！津軽の歴史と田んぼアート満喫の旅３日間夏の津軽を楽しむ！津軽の歴史と田んぼアート満喫の旅３日間    

  函館観光と「びゅうばす 旬の津軽を満喫！夏の津軽路号」で、 

津軽三味線会館、斜陽館、立佞武多の館、田舎館村の田んぼアートなどを 

お楽しみいただけるコースです。 

【宿 泊 施 設】 函館市内：ロワジールホテル函館（予定）（１泊目） 

浅虫温泉：海扇閣（予定）（２泊目） 

【おねだん】札幌発大人お一人様３名１室 55,900 円～２名１室 78,200 円 

 

③③③③    びゅうばすと江差・松前名所周遊号でめぐる！龍飛埼の絶景と江差・松前を楽しむ３日間びゅうばすと江差・松前名所周遊号でめぐる！龍飛埼の絶景と江差・松前を楽しむ３日間びゅうばすと江差・松前名所周遊号でめぐる！龍飛埼の絶景と江差・松前を楽しむ３日間びゅうばすと江差・松前名所周遊号でめぐる！龍飛埼の絶景と江差・松前を楽しむ３日間    

  「びゅうばす 津軽の歴史探訪号」で、青函トンネル記念館、龍飛埼灯台、階段国道のほか、  

  「江差・松前 名所周遊号」で松前城、江差町いにしえ街道などを巡るコースです。 

【宿 泊 施 設】湯の川温泉：旅館一乃松（予定）（１泊目） 

竜飛岬温泉：ホテル竜飛（予定）（２泊目） 

【おねだん】札幌発大人お一人様３～５名１室 62,400 円～２名１室 78,000 円 

    

    

    

 大間のまぐろ定食 

立佞武多の館 

 階段国道 

田んぼアート 

恐山 



④弘前・十和田シャトルバスでめぐる！十和田・奥入瀬周遊の旅３日間④弘前・十和田シャトルバスでめぐる！十和田・奥入瀬周遊の旅３日間④弘前・十和田シャトルバスでめぐる！十和田・奥入瀬周遊の旅３日間④弘前・十和田シャトルバスでめぐる！十和田・奥入瀬周遊の旅３日間    

弘前に宿泊し、十和田湖・奥入瀬渓流・津軽伝承工芸館などをお楽しみいただけるコースです。 

【宿 泊 施 設】弘前市内：ホテルナクアシティ弘前（予定）（１泊目） 

南田温泉：ホテルアップルランド（予定）（２泊目） 

【おねだん】札幌発大人お一人様２名１室 46,500 円～２名１室 63,800 円 

 

■函館エリアをめぐる主な商品 

①①①① 青森県・函館ＤＣ開催記念！みなみ北海道周遊２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！みなみ北海道周遊２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！みなみ北海道周遊２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！みなみ北海道周遊２日間    

「北海道新幹線新函館北斗開業」「青森県・函館ＤＣ開催」記念ツインクルバス「食と歴史めぐり号」

（午後コース）と「王道函館山夜景と城岱牧場裏夜景号」がセットになったコースです。 

追加料金で復路に大沼公園にて途中下車し、観光いただけるコースもございます。 

【宿 泊 施 設】ロワジールホテル函館、ラビスタ函館ベイ、 

函館国際ホテル（東館）、ルートイングランティア函館駅前 

【おねだん】札幌発大人お一人様２名１室 26,700 円～２名１室 36,400 円       

 

②②②② 青森県・函館ＤＣ開催記念！まるごとみなみ北海道満喫２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！まるごとみなみ北海道満喫２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！まるごとみなみ北海道満喫２日間青森県・函館ＤＣ開催記念！まるごとみなみ北海道満喫２日間    

「北海道新幹線新函館北斗開業」「青森県・函館ＤＣ開催」記念ツインクルバス「大沼三昧。食と体験

めぐり号」（午前コース）と「食と歴史めぐり号」（午後コース）がセットになったコースです。 

追加料金で往路に大沼公園にて途中下車し、観光いただけるコースもございます。 

【宿 泊 施 設】ロワジールホテル函館、函館国際ホテル（東館）、 

旅館一乃松（東館）、湯元啄木亭 

【おねだん】札幌発大人お一人様４・５名１室 25,400 円～２名１室 33,600 円    

 

 

③③③③ 「北海道新幹線新函館北斗開業」「「北海道新幹線新函館北斗開業」「「北海道新幹線新函館北斗開業」「「北海道新幹線新函館北斗開業」「青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催」」」」記念ツインクルバスに乗る記念ツインクルバスに乗る記念ツインクルバスに乗る記念ツインクルバスに乗る    

日帰日帰日帰日帰りみなみ北海道食と歴史めぐりりみなみ北海道食と歴史めぐりりみなみ北海道食と歴史めぐりりみなみ北海道食と歴史めぐり    

「北海道新幹線新函館北斗開業」「青森県・函館ＤＣ開催」記念ツインクルバス「食と歴史めぐり号」

（午後コース）に乗車し、日帰りでみなみ北海道を観光いただけるコースです。 

【おねだん】札幌発大人お一人様 15,400 円  函館発大人お一人様 3,300 円 

 

 

④④④④ 大沼三昧。駒ヶ岳周遊２日間大沼三昧。駒ヶ岳周遊２日間大沼三昧。駒ヶ岳周遊２日間大沼三昧。駒ヶ岳周遊２日間    

ツインクルバス大沼三昧。駒ヶ岳周遊号がセットになったコースです。 

追加料金でターブル・ドゥ・リバージュまたは函館大沼プリンスホテルでの昼食付に変更もできます。 

【宿 泊 施 設】ロワジールホテル函館、函館国際ホテル（東館）、 

旅館一乃松（東館）、湯の浜ホテル（本館または中央館） 

【おねだん】札幌発大人お一人様４・５名１室 21,000 円～２名１室 33,200 円 

 

⑤⑤⑤⑤ 駒ヶ岳・江差・松前周遊２日間駒ヶ岳・江差・松前周遊２日間駒ヶ岳・江差・松前周遊２日間駒ヶ岳・江差・松前周遊２日間    

１日目はツインクルバス大沼三昧。駒ヶ岳周遊号、２日目は定期観光バス江差・松前名所周遊号がセ

ットになった２日間でみなみ北海道を周遊できるコースです。 

【宿 泊 施 設】函館国際ホテル（東館）、ルートイングランティア函館駅前 

湯元啄木亭、平成館海羊亭 

【おねだん】札幌発大人お一人様２名１室 26,800 円～２名１室 35,700 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（電話本商品は、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 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）で発）で発）で発

売します売します売します売します（（（（5555 月月月月 27272727 日発売開始予定）日発売開始予定）日発売開始予定）日発売開始予定）。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。    

    

    

    

 かき小屋知内番屋 

 横綱千代の山・ 

千代の富士記念館 

 青函トンネル記念館 

 大沼国定公園 

 松前城 

 奥入瀬渓流 



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「函館エリア「函館エリア「函館エリア「函館エリア」」」」の旅の旅の旅の旅                                                                                                    

函館エリアを、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。 

    

■２次交通■２次交通■２次交通■２次交通    

①①①①    「「「「青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催青森県・函館ＤＣ開催」」」」記念ツインクルバス記念ツインクルバス記念ツインクルバス記念ツインクルバス    

青森県・函館ＤＣ対象エリアの市町のおススメスポットをめぐるツインクルバス。

午前コースは七飯町・森町、午後コースは北斗市・木古内町・知内町、・福島町

を巡ります。それぞれ眺望を満喫したり、地元グルメのちょい食べや歴史スポッ

トの見学をお楽しみいただけます。夜コースは城岱牧場・函館山と２か所からの

函館夜景をお楽しみいただけます。 

■運行期間 ７月２日（土）～９月 25 日（日）の土・日・祝日 

■料 金   「大沼三昧。食と体験めぐり号」（午前コース） 大人・子ども 同額 2,500 円 

「食と歴史めぐり号」     （午後コース） 大人・子ども 同額 3,000 円 

「王道函館山と城岱牧場裏夜景号」（夜コース） 大人・子ども 同額 1,900 円  

 

②②②②    ツインクルバス大沼三昧。駒ケ岳周遊号ツインクルバス大沼三昧。駒ケ岳周遊号ツインクルバス大沼三昧。駒ケ岳周遊号ツインクルバス大沼三昧。駒ケ岳周遊号    

  大沼駒ケ岳エリアの食と自然、縄文文化を楽しめるツインクルバス。 

  きじひき高原から函館山・大沼・駒ケ岳の大パノラマを楽しめるほか、今年の春     

に道の駅として拡大オープンした鹿部町の道の駅しかべ間歇泉公園では、地元食   

材を満喫できる浜の母さん地元料理体験が組み込まれています。終日コース昼食  

付きは、「大沼三昧。季節の彩りランチ」も楽しめます。 

■運行期間 ７月１日（金）～９月 30 日（金）の毎日 

■料 金   終日コース（昼食付き） 大人 6,600 円・子ども 5,500 円 

                  終日コース（昼食なし） 大人 4,100 円・子ども 3,000 円 

                  午前コース大人 1,200 円・子ども 700 円、午前コース大人 3,400 円・子ども 2,800 円 

 

③③③③    ツインクルバス函館満喫号ツインクルバス函館満喫号ツインクルバス函館満喫号ツインクルバス函館満喫号    

  五稜郭公園や元町公園、金森赤レンガ倉庫群など函館市内の有名観光スポットをめぐるバスです。 

■運行期間 ９月 30 日（金）までの毎日 

■料 金  １日コース（昼 食 付） 大人 4,600 円（子ども 3,500 円） 

      １日コース（昼食なし） 大人 3,100 円（子ども 2,000 円） 

      午前コース 大人 1,500 円（子ども 900 円）、午後コース 大人 1,700 円（子ども 1,200 円） 

 

④④④④    ツインクルバス函館夜景号ツインクルバス函館夜景号ツインクルバス函館夜景号ツインクルバス函館夜景号    

  定番の函館山からの夜景を楽しむバスです。 

■運行期間 ９月 30 日（金）までの毎日 

■料 金   大人 1,100 円（子ども 700 円） 

 

⑤⑤⑤⑤    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」（運行：函館バス）名所周遊号」（運行：函館バス）名所周遊号」（運行：函館バス）名所周遊号」（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（月）までの毎日           

■料 金 大人 7,000 円、こども 4,500 円（昼食付）                 

 ※ ＪＲ利用者専用料金 大人 6,000 円、こども 3,800 円 

 

 

※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとなります。※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとなります。※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとなります。※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとなります。ＪＲ北海道のＪＲ北海道のＪＲ北海道のＪＲ北海道の主な駅、旅行センター（ツインクルプラザ）で発売し主な駅、旅行センター（ツインクルプラザ）で発売し主な駅、旅行センター（ツインクルプラザ）で発売し主な駅、旅行センター（ツインクルプラザ）で発売し

ます。ます。ます。ます。 

 

 しかべ間歇泉公園 

 城岱牧場展望台 

  江差町いにしえ街道 



■オプショナルプラン、■オプショナルプラン、■オプショナルプラン、■オプショナルプラン、函館函館函館函館発発発発着着着着旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品    

①①①① まちあるきガイドツアーまちあるきガイドツアーまちあるきガイドツアー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。 

  ・ 木古内みそぎまち歩き（お一人様 1,000 円） 

    木古内町の地酒「みそぎの舞」や伝統銘菓などが販売されている商店街を

散策。ご希望の方は木古内町の伝統神事「寒中みそぎ祭り」にちなんだみ

そぎ体験ができます。 

 

②②②② 貸衣裳レンタル＆函館のまちを散策貸衣裳レンタル＆函館のまちを散策貸衣裳レンタル＆函館のまちを散策貸衣裳レンタル＆函館のまちを散策    

モダンな衣裳や豪華な着物などを着て、函館を自由に散策できます。 

＜衣裳着付け・散策１時間＞ 大人お一人様 3,000 円（こども 1,500 円） 

 

③③③③ 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 円で楽しめるバルチケットとス

イーツとドリンク 1杯を 800 円で楽しめるカフェチケットの２種類。 

 

④④④④ 函館発着の日帰り旅行商品「日帰り函館発着の日帰り旅行商品「日帰り函館発着の日帰り旅行商品「日帰り函館発着の日帰り旅行商品「日帰り    ＪＲでぷらり旅」ＪＲでぷらり旅」ＪＲでぷらり旅」ＪＲでぷらり旅」    

・木古内みそぎまち歩きとはこだて和牛グルメ 

木古内町の地酒や伝統銘菓が販売されている商店街をガイドさんの案内で巡

ります。昼食はブランド牛として注目されている、はこだて和牛を使った「は

こだて和牛御膳」となります。     

■設定日  ７月１日（金）～９月 30 日（金）（設定除外日あり） 

■料 金  函館発着で大人お一人様 8,600 円 こども 5,600 円（往復新幹線利用）   

※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※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※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※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（で発売します（で発売します（で発売します（5555 月月月月 27272727 日発売開始予定）。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。日発売開始予定）。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。日発売開始予定）。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。日発売開始予定）。詳しくは専用パンフレットをご参照ください。    

 

■フリーパス■フリーパス■フリーパス■フリーパス    

①①①① 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・道南いさりび鉄道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 29 年４月１日までの毎日 

■発売期間 平成 29 年３月 31 日まで 

■有効期間 ２日間 

■おねだん 大人 3,380 円 こども 1,690 円 

※※※※フリーエリア等フリーエリア等フリーエリア等フリーエリア等    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。    

    

②②②② 江差・松前周遊フリーパス～千年北海道手形～江差・松前周遊フリーパス～千年北海道手形～江差・松前周遊フリーパス～千年北海道手形～江差・松前周遊フリーパス～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 10 月 29 日（土）まで 

■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  

※※※※    定期観光バスの施設入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの施設入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの施設入場料・昼食代は含まれておりません。定期観光バスの施設入場料・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ホームページをご参照ください。    

    

    

    

   バルチケット 

 木古内商店街散策 

   みそぎ体験 



北海道新幹線開業記念北海道新幹線開業記念北海道新幹線開業記念北海道新幹線開業記念    大人の休日パス大人の休日パス大人の休日パス大人の休日パス                                                                                                     

青函ＤＣ期間中、「大人の休日倶楽部」会員限定の JR 北海道・JR 東日本全線、ほか７つの鉄道会社線の特

急・急行・快速・普通列車の普通自由席および BRT が乗り降り自由となる「北海道新幹線開業記念 大人の

休日パス」を発売いたします。※発売枚数はご利用日ごとに限りがあります。 

■ご利用期間    ８月 29 日(月)～９月７日(水） 

■発売期間    ７月 29 日(金)～９月２日(金） 

■有効期間    ５日間 

■おねだん    26,000 円 

※詳しくは、大人の休日倶楽部ホームページをご覧ください。 http://www.jreast.co.jp/otona/ 

 

歩いて楽しむ「青森県・函館歩いて楽しむ「青森県・函館歩いて楽しむ「青森県・函館歩いて楽しむ「青森県・函館」」」」の旅の旅の旅の旅                                                                                                                        

青函ＤＣの開催を記念し、北海道新幹線３駅にて「ＪＲヘルシーウォーキング」を、下記のとおり開催し

ます。ＤＣ特典としてオリジナルエコバッグと万歩計をプレゼントします。 

■７月 17 日（日）木古内駅  

 北の大地と津軽海峡、みそぎの郷・木古内ウォーク 

■８月 27 日（土）新函館北斗駅 

 豊穣な大野平野に拓けたまちをゆく、新函館北斗ウォーク 

※ 両日ともに、横断幕によるお出迎えを実施します。    

※ ９月 10 日（土）にはＪＲ東日本と共催で奥津軽いまべつ駅にて開催を予定しています。 

 

北海道内特急列車車内北海道内特急列車車内北海道内特急列車車内北海道内特急列車車内で楽しむで楽しむで楽しむで楽しむ「青森・北海道」「青森・北海道」「青森・北海道」「青森・北海道」グルメグルメグルメグルメ                                                                                                                        

青函ＤＣ期間中の７月～９月の期間限定で、北海道キヨスク㈱駅弁の函館みかどと連携し、北海道と青森

の素材にこだわった青函ＤＣ特製弁当（2,500 円）を札幌行の特急スーパー北斗、北斗号の車内限定で予約

制にて販売します（１日限定 20 個）。また、道内全ての客室乗務員が乗務する特急列車で、北海道七飯町産

のリンゴ果汁および青森県産のリンゴ果肉を使った「りんごのアイス」（320 円）、青森県産果汁 100％のアッ

プルジュース（150 円）も販売します。 

 

【青函ＤＣ特製弁当】                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）鮭鯖押し寿司 

  （北海道産鮭スモークサーモン、青森県産しめ鯖、 

北海道産米） 

（右）道産海鮮ちらし 

  （北海道産いくら醤油漬、北海道産ばふんうに、 

   北海道産帆立の燻製、北海道産米） 

（左上）北海道産ごっこの唐揚げ 

ベビー帆立の甘露煮（青森県産） 

五戸巻（青森県産長芋使用） 

（右上）北海道産豚肉焼き（青森『スタミナ源たれ』使用） 

    北海道産グリーンアスパラ 

    北海道産ダイスかぼちゃの素揚げ 

    青森県産アピオス（ほどいも）の素揚げ 

（左下）北海道産和牛しぐれ煮 

青森県産山芋サラダしそ風味 

（右下）青森県下北半島名産いか寿司 

    青森県産りんごのチーズブリュレ 

【アップルジュース】 【りんごのアイス】 

※食材等の都合により、商品写真と一部変更になる場合がございますので予めご了承下さい。 



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北海道の主要駅では、「バナーフラッグ」「のぼり旗」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

リア内である函館エリアをはじめ、全道のＪＲ社員が統一のバッチを着用し、おもてなしをいたします（予

定）。 

 

 

 

【おもてなしバッジ・バナーフラッグ・のぼり旗】 

 

函館エリア函館エリア函館エリア函館エリアでのおもてなしでのおもてなしでのおもてなしでのおもてなしについてについてについてについて                                                                                                                                            

函館駅において大型横断幕や看板を設置するほか、函館市中（大門、開港通り）へのフラッグの掲出

を行います。また、７月１日（金）、２日（土）には函館支社管内各駅で函館支社・ＪＲ旅連・ツイン

クル協力会・地元自治体等によるお出迎えを実施します。 

 

青函ＤＣ告知宣伝施策青函ＤＣ告知宣伝施策青函ＤＣ告知宣伝施策青函ＤＣ告知宣伝施策（（（（北海道日本ハムファイターズイベントデー北海道日本ハムファイターズイベントデー北海道日本ハムファイターズイベントデー北海道日本ハムファイターズイベントデー））））                                                                    

７月８日（金）に札幌ドームで開催する北海道日本ハムファイターズ vs.千葉ロッテマリーンズ（18:00

試合開始）を「青森県・函館デスティネーションキャンペーンイベントデー」とし、パンフレットの配

布等を通してＤＣの告知を行います。 

 

青函ＤＣ青函ＤＣ青函ＤＣ青函ＤＣひと旅ひと旅ひと旅ひと旅    ふた旅、めぐる旅。×ふた旅、めぐる旅。×ふた旅、めぐる旅。×ふた旅、めぐる旅。×SuicaSuicaSuicaSuica・・・・KitacaKitacaKitacaKitaca 電子マネーキャンペーン電子マネーキャンペーン電子マネーキャンペーン電子マネーキャンペーン                                                                    

青函ＤＣ期間中にエントリーして、青函エリアの対象店舗等で Suica・Kitaca 等の交通系電子マネー

を使って 1回 500 円（税込）以上お支払いいただくと、抽選で青森県・函館エリアそれぞれの特産品や

Suica のペンギン・Kitaca のエゾモモンガのオリジナルグッズをプレゼント。さらに青森県・函館両エ

リア両方の対象店舗でそれぞれお買い物をされた方には抽選で更に豪華賞品が当たるチャンス。 

 

 

 

※本資料の画像はすべてイメージです。 

 

 


