平 成 29 年 1 月 19 日
北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社

北海道新幹線開業 1 周年～これからもたくさんの想いをつなげて～
-平成 29 年 3 月 26 日北海道新幹線（新函館北斗-新青森間）開業 1 周年平成 28 年 3 月 26 日に開業した北海道新幹線（新函館北斗-新青森間）は、平成 29 年 3 月 26 日に開業 1 周年を迎
えます。JR 北海道と JR 東日本では、ご利用いただいたみなさまへの感謝の気持ちをお伝えするとともに、さらに多くのお客
さまに北海道新幹線を利用した旅を楽しんでいただくため、北海道新幹線開業 1 周年企画を実施します。

●実施期間
平成 29 年 2 月 18 日（土）～平成 29 年 9 月 30 日（土）
※各種キャンペーン、イベント等により実施期間は異なります。

●北海道新幹線開業 1 周年ロゴ

JR 北海道版

JR 東日本版

※北海道・東北新幹線の車両をシンプルにイラスト化し、北海道・東北新幹線「はやぶさ」のイメージの羽をあしらったロゴとしました。
開業 1 周年を迎え、さらに未来へと飛躍する新幹線を表現しています。

●トピックス
北海道新幹線開業 1 周年商品の発売
・北海道新幹線開業 1 周年記念旅行商品
・「北海道新幹線開業 1 周年大人の休日パス」
抽選で素敵な商品が当たる！プレゼントキャンペーン
・北海道新幹線でイイタビしよう！プレゼントキャンペーン
北海道新幹線を利用する旅行商品をご購入のお客さまの中から抽選で、北海道・東北の特産品をプレ
ゼント！
・北海道・東北新幹線謎解きゲーム
北海道・東北を舞台にした謎解きゲームを開催。クリア数に応じて、抽選で新幹線グッズをプレゼント！
・北海道新幹線開業 1 周年記念 えきねっと・モバイル Suica キャンペーン
新函館北斗駅・木古内駅・奥津軽いまべつ駅を発駅または着駅とする新幹線指定席を「えきねっと」もし
くは「モバイル Suica 特急券」でご利用のお客さまに、抽選で「えきねっとポイント」または「モバイル Suica チ
ャージ」をプレゼント！
見る・食べる・体験する！イベントもりだくさん！
・イイモノイイトコ東北ブース
・北海道新幹線開業 1 周年記念イベント
※各項目の詳細は次ページ以降をご覧ください。

（別紙１）

■宣伝プロモーション
北海道、東北、首都圏において、より多くのお客さまに
北海道新幹線をご利用いただけるよう、北海道新幹線をキー
ビジュアルとしたポスターやパンフレット等を展開します。
※展開時期はエリアにより異なります。

■北海道新幹線開業 1 周年商品の発売

JR 北海道版イメージ

JR 東日本版イメージ

（１）北海道新幹線開業 1 周年記念旅行商品の発売
北海道・東北・首都圏の主な旅行会社で「北海道新幹線開業 1 周年」を記念した、北海道発→首都圏・東北着、首
都圏・東北発→北海道着の旅行商品を発売します。
また、平成 29 年 3 月 24 日（金）には、開業 1 周年記念乗車証明書等をお渡しする旅行商品専用の団体臨時列車
「北海道新幹線 1 周年記念号」を東京駅～新函館北斗駅間で 1 往復運転します。詳細は主な旅行会社の旅行商品を
ご参照ください。
※各旅行商品の発売時期は旅行会社により、異なります。
（２）「北海道新幹線開業 1 周年大人の休日パス」の特別設定
「大人の休日倶楽部」（運営：JR 東日本）の会員向けに、JR 北海道・JR 東日本が 5 日間乗り放題で、新幹線にも乗車
できるおトクなきっぷ「北海道新幹線開業 1 周年大人の休日パス」を発売します。
①利用期間
平成 29 年 4 月 10 日（月）～平成 29 年 4 月 19 日（水） ※有効期間：連続する 5 日
②発売期間
平成 29 年 3 月 10 日（金）～平成 29 年 4 月 14 日（金）まで
※ご利用開始日の 1 ヶ月前から前日まで発売します。ご利用当日の発売はいたしません。
③おねだん
26,000 円
④発売箇所
JR 北海道の主な駅のみどりの窓口、ツインクルプラザ
JR 東日本の主な駅の指定席券売機、びゅうプラザ、みどりの窓口
詳細は「大人の休日倶楽部会員サイト」をご覧ください。
JR 北海道版イメージ
JR 北海道版（http://www.jrhokkaido.co.jp/network/member/index.html）
JR 東日本版（http://jre-ot9.jp/）

■抽選で素敵な商品が当たる！プレゼントキャンペーン
（１）「北海道新幹線でイイタビしよう！プレゼントキャンペーン」
北海道新幹線開業 1 周年記念旅行商品等、北海道新幹線を利用する旅行商品をご購入のお客さまの中から抽選
で、「北海道の食」や「東北の工芸品」等をプレゼントします。
①応募期間
平成 29 年 2 月 26 日（日）～平成 29 年 9 月 30 日（土）消印分まで
②対象期間
平成 29 年 3 月 26 日（日）～平成 29 年 9 月 30 日（土）出発分
※平成 29 年 3 月 24 日（金）出発の団体臨時列車も対象となります。
③応募方法
対象の旅行商品をご購入いただき、旅行会社でお渡しする専用応募用紙に必要事項を記載して、キャンペーン事
務局までお送りください。

④賞品：各 10 名様、合計 120 名様
【北海道発→首都圏・東北着】
【東北・首都圏発→北海道着】
Ａ賞：南部裂織（なんぶさきおり）/青森県
Ａ賞：北海道産ボイル毛蟹姿 500g2 尾
Ｂ賞：南部鉄器/岩手県
Ｂ賞：海鮮しゅうまい三昧セット
Ｃ賞：樺細工・茶筒/秋田県
Ｃ賞：特上ラム・雪わさび・銘々鍋セット
Ｄ賞：常盤紺型染（ときわこんがたぞめ）/宮城県
Ｄ賞：特別栽培米 ゆめぴりか 10kg
Ｅ賞：庄内刺し子/山形県
Ｅ賞：十勝野フロマージュ特選セット
Ｆ賞：大堀相馬焼/福島県
Ｆ賞：KING SWEETS 函館ラスクセット
※賞品は変更になる場合があります。
※応募の対象となる旅行商品等の詳細の公開：2 月中旬頃予定（「北海道新幹線スペシャルサイト」内）
（２）北海道・東北新幹線謎解きゲーム
北海道新幹線の各駅および東北新幹線の一部の駅、新幹線アクセス列車「はこだてライナー」の車内等に謎（クイ
ズ）を設置します。解けた謎の数に応じて、抽選で新幹線グッズをプレゼントします。
①実施期間
平成 29 年 3 月 26 日（日）～平成 29 年 6 月 30 日（金）
②応募方法
「北海道新幹線スペシャルサイト」の応募フォームからエントリー
③謎の設置箇所
【北海道エリア】7 箇所
札幌駅、函館駅、新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅、はこだてライナー（中吊りポスター）、パンフレット（特
急列車車内誌「THE JR Hokkaido」にも同様の謎を掲載）
【東日本エリア】3 箇所
仙台駅、盛岡駅、新青森駅
※駅の謎の設置箇所はいずれも改札内です。
④賞品
・参加賞（もれなく）
北海道エリアから 1 箇所、東日本エリアから 1 箇所、合計 2 箇所の謎を解いた方：北海道新幹線開業 1 周年限定壁
紙
・謎解き賞（抽選）
北海道エリアから 1 箇所以上、東日本エリアから 1 箇所以上、合計 3～9 箇所の謎を解いた方：北海道新幹線グッ
ズ詰め合わせ（抽選で 50 名様）
・完全制覇賞（抽選）
全ての謎を解いた方：北海道新幹線開業 1 周年限定ピンバッジセット（抽選で 10 名様）
※賞品は変更になる場合があります。
※応募フォームの開設および詳細の公開：3 月中旬頃予定（「北海道新幹線スペシャルサイト」内）
（３）北海道新幹線開業 1 周年記念 えきねっと・モバイル Suica キャンペーン
新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅を発駅または着駅とする新幹線指定席を、「えきねっと」もしくは「モバ
イル Suica 特急券」でご利用のうえ、専用サイトからエントリーいただいたお客さまの中から抽選で、「えきねっとポイント」
または「モバイル Suica チャージ」をプレゼントします。
①応募期間
平成 29 年 2 月 26 日（日）～平成 29 年 6 月 30 日（金）
②対象期間
平成 29 年 3 月 26 日（日）～平成 29 年 6 月 30 日（金）乗車分
③応募方法
キャンペーン専用サイトの応募フォームからエントリー
※エントリー時に「えきねっとコース」または「モバイル Suica コース」を選択してください。各コースお 1 人さま 1 回のエ
ントリーが可能です。

④賞品
・えきねっとポイント 1,000 円相当（400 ポイント）：1,111 名様 ※「えきねっとコース」でお申し込みの方
・モバイル Suica チャージ 1,000 円分：1,111 名様 ※「モバイル Suica コース」でお申し込みの方
※キャンペーン専用サイトの公開：2 月中旬頃予定（「北海道新幹線スペシャルサイト」からアクセス）

■見る・食べる・体験する！イベントもりだくさん！
（１）イイモノイイトコ東北ブース
北海道新幹線の概要と東北 6 県の魅力等を紹介するパネル展を開催します。また、期間中に東北の工芸品のワー
クショップを開催（札幌駅のみ）します。
①実施期間
【札幌駅】 平成 29 年 2 月 18 日（土）～平成 29 年 3 月 31 日（金）
【函館駅】 平成 29 年 2 月 18 日（土）～平成 29 年 5 月 7 日（日）
②実施場所
【札幌駅】 札幌駅西コンコース
【函館駅】 函館駅コンコース
※北海道新幹線の各駅でも別途、北海道新幹線の開業までの歩みと東北 6 県の魅力を紹介するパネル展示を予
定しています（詳細は後日あらためてお知らせします）。
③ワークショップ（札幌駅のみ）
期間中、東北 6 県の工芸品の制作体験を各県 2 日ずつ、計 12 日開催します。
※体験方法等の詳細の公開：2 月中旬頃予定（「北海道新幹線スペシャルサイト」内）
（２）北海道新幹線各駅等での装飾
北海道新幹線の各駅のほか、函館駅含め道南地域の計 10 駅にて開業 1 周年デザインの駅看板や横断幕等による
装飾を行います。
①実施期間 平成 29 年 2 月 1 日（水）以降順次～平成 29 年 5 月 31 日（水）
②実施場所 新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅のほか、函館駅を含む在来線 7 駅の計 10 駅
（３）函館駅前広場イベント
北海道・東北グルメや観光ＰＲブース、ステージイベントなどを開催し、ご来場のお客さまを歓迎します。
①実施日時 平成 29 年 3 月 26 日（日）10 時～16 時
②実施場所 函館駅前広場
③主催
北海道新幹線・道南いさりび鉄道 開業１周年記念事業実行委員会
（４）新函館北斗駅の開業 1 周年イベント
新函館北斗駅内外の対象店舗でお買い物をされたお客さまを対象に、駅前に新たにオープンする北斗市観光交
流センター別館でご当地産の景品が当たる抽選会を行います。
①実施日
平成 29 年 3 月 25 日（土）～26 日（日）
②実施場所 北斗市観光交流センター別館（新函館北斗駅前）
③主催
北海道新幹線・道南いさりび鉄道 開業１周年記念事業実行委員会
（５）北海道新幹線木古内駅開業１周年記念イベント
木古内と新幹線で繋がった東北の特産品を販売する物産フェアなどを開催し、ご来場のお客さまを歓迎します。
①実施日時 平成 29 年 3 月 25 日（土）～26 日（日）9 時～18 時
②実施場所 道の駅「みそぎの郷 きこない」（木古内駅前）
③主催
道の駅「みそぎの郷 きこない」
（６）北海道新幹線開業１周年記念フォーラム
北海道新幹線の開業１周年を記念するとともに、開業効果の持続と全道波及に繋がる気運醸成を図るため、記念
フォーラム（基調講演、トークセッション）を開催します。

①実施日時 平成 29 年 3 月 25 日（土）14 時 30 分～17 時 10 分
②実施場所 ホテル函館ロイヤル
③主催
北海道（渡島総合振興局）
（７）北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業 1 周年記念フォーラム（仮称）
～本州最北の新幹線駅から全国へ魅力を届けます～
開業 1 周年を祝して、新幹線関連の基調講演や地元小中学生からの新幹線利用の感想発表のほか、郷土芸能「荒馬」
披露、抽選会などのアトラクション、「あづべ汁」の振る舞いなどを行う記念フォーラムを開催します。
①実施日時 平成 29 年 3 月 26 日（日） 13 時 30 分～16 時（予定）
②実施場所 今別町開発センター
③主催
今別町
※その他、北海道新幹線駅等において、地元の沿線自治体の他、JR 旅連や観光関係者の方々とともに、お出迎えイベン
ト等を予定しております。詳細は後日あらためてお知らせします。

北海道新幹線スペシャルサイトはこちら
http://hokkaido-shinkansen.com/
※内容は順次公開します。

（別紙２）ＪＲ北海道
（別紙 ）ＪＲ北海道の取り組み
の取り組み

■北海道内の
■
の開業 1 周年記念旅行商品
周年記念旅行商品～主なラインナップ
なラインナップ～
～
(1)個人向け旅行商品
(1)
旅行商品（一例
一例）
【ＪＴＢ国内旅行企画
国内旅行企画
北海道事業部
北海道事業部】
「マイプラン
マイプラン東北
東北・新潟」

【日本旅行
日本旅行】
「北海道新幹線
北海道新幹線で
で行く東北」

【近畿日本
近畿日本ツーリスト北海道
北海道】
「北海道新幹線
北海道新幹線で行く
行っ得東京
得東京・横浜」」

・設定日 ４月１日～11
11 月 30 日
・発売日 １月 20 日（金
金）
・お申込 JTB 北海道 札幌支店
011-241-6201
6201
【ＪＲ北海道
北海道】

・設定日 ４月１日～９
９月 30 日
・発売日 1 月 27 日（金）
・お申込 メディア販売
販売センター
011-219-6130
6130

９月 30 日
・設定日 ４月１日～９
・発売日 2 月下旬（予定
予定）
・お申込 札幌支店
011-221-5489
5489

「北海道新幹線
北海道新幹線から始
始まる
日本縦断
日本縦断の旅」
」

「北海道新幹線
北海道新幹線×ＪＡＬ
ＪＡＬ
グランクラスで
グランクラスで行
行く！東京」

「北海道新幹線
北海道新幹線で行く
く！
東北のってたのしい
のってたのしい列車の旅」
のってたのしい

・設定日 ３月 26 日～
～６月 30 日
・設定日 ３月 26 日～
～６月 30 日
・発売日 ２月６日(予定
予定)
・発売日 ２月６日(予定
予定)
・お申込（発売日以降
（発売日以降）） ツインクルデスク 011-219-5489（9:30
9:30～20:00）

・設定日
・発売日

４月１日～６月
月 30 日
２月６日(予定
予定)

※上記パンフレットの
パンフレットの表紙
表紙は変更となる
となる場合がございます
がございます。
がございます
上記以外にも
上記以外にも、函館発の
の旅行商品（浅虫・古牧スペシャル
浅虫
スペシャル、つなぎ・
つなぎ・鶯宿スペシャル
スペシャル）等もご
もご用意しております
しております（2 月下
旬頃以降順次
旬頃以降順次発売）。

(2)団体向け旅行商品
(2)
旅行商品（一例
一例）
【阪急交通社
阪急交通社】
「北海道新幹線
北海道新幹線ご乗車
乗車
『ゆづくし
ゆづくし salon 一の
の坊』と
『たちばなや
たちばなや』で
で過ごす至福
至福のひととき ３日間」
・設定日 ３月 22 日～
～４月５日
・発売日 1/25（水）発送開始
発送開始（会員誌
会員誌）
・お申込 札幌支店 011-251-2750
2750
電話受付時間
時間 月～金
金 9:30～17:30
17:30 土休日 9:30～13:30
9:30
２４日（金）出発は
は旅行商品専用団体臨時列車
旅行商品専用団体臨時列車
◆３月２４
「北海道新幹線
北海道新幹線１周年記念号
周年記念号」へのご
へのご乗車となります
となります。
の三大桜を観
観に行くツアー
くツアー」など北海道新幹線利用商品
北海道新幹線利用商品
◆「東北の
10 コース
コース以上を順次発売予定
順次発売予定。。
北海道発
北海道発ツアーＵＲＬ
https://www.hankyu
https://www.hankyu--travel.com/kokunai/spk.php
travel.com/kokunai/spk.php
【ＪＴＢメディアリテーリング
メディアリテーリング
メディアリテーリング】
「北海道新幹線
北海道新幹線で行くく！！ 春爛漫・東京３日間
春爛漫
日間」
・設定日 ３月 24 日～
～４月４日
・発売日 発売中
・お申込 JTB 旅物語販売センター
旅物語販売センター
0570-002-381
電話受付時間 月～金
金 9:30～17:30
◆３月２４
２４日（金）出発は
は旅行商品専用団体臨時列車
旅行商品専用団体臨時列車
「北海道新幹線
北海道新幹線１周年記念号
周年記念号」へのご
へのご乗車となります
となります。
◆「北海道新幹線
北海道新幹線で行
行く！世界遺産
世界遺産 日光東照宮
日光東照宮と
古都鎌倉 関東名湯めぐり
関東名湯
4 日間」も絶賛発売中
日間 絶賛発売中。
商品ＵＲＬ
ＵＲＬ
http://www.mirai
http://www.mirai-h.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?COURSENO=K71500&GAMENID=kensakukekka_d
h.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?COURSENO=K71500&GAMENID=kensakukekka_d

【クラブツーリズム
クラブツーリズム】
「祝！開業
開業 1 周年企画往路：北海道新幹線
周年企画往路 北海道新幹線全線乗車
全線乗車！東京
東京スカイツリー
スカイツリー入場と隅田川
隅田川ほろ酔い夜桜船
夜桜船
古都・鎌倉
鎌倉と東京の桜名所
桜名所めぐり」
・設定日 ３月 29 日～
～４月５日
・発売日 発売中
・お申込 北海道旅行
北海道旅行センター
011-280-2000
2000
電話受付時間
月～金 9:15～17:30
9:15

◆「北海道新幹線
北海道新幹線で行
行く！東北三大桜
東北三大桜と函館・・北斗の桜名所
桜名所めぐり 3 日間」など北海道新幹線利用商品
日間
北海道新幹線利用商品 10 コー
スを順次発売予定
順次発売予定
順次発売予定。
北海道新幹線
北海道新幹線ツアー特集
特集ＵＲＬ
http://www.club
http://www.club-t.com/special/japan/hokkaidoshinkansen/index5.htm?link_id=cFlB02
t.com/special/japan/hokkaidoshinkansen/index5.htm?link_id=cFlB02
※「北海道新幹線
北海道新幹線１１周年記念号」
」利用商品も
も発売中です。。

■北海道内特急列車におけるサービス
対象期間中に特急列車をご利用のお客さまに通常 300 円(税込)のコーヒーを 100 円（税込）でご提供します。
①実施期間
平成 29 年 3 月 25 日（土）～平成 29 年 3 月 31 日（金）
②対象
北海道内の客室乗務員が乗務している特急列車のワゴンサービス

■ＪＲ北海道グループとの連携
北海道新幹線開業 1 周年を記念して、北海道キヨスクの紙袋を北海道新幹線開業 1 周年バージョンに切り替えます。
①配布場所
北海道四季彩館札幌西店（3 月上旬からなくなり次第終了）
北海道四季彩館 JR 函館店（3 月 26 日（日）からなくなり次第終了）
②配布対象
該当店舗にてお買い上げの方

