
 

 

 

 

 

平成 29 年 6 月 9 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・函館観光青森県・函館観光青森県・函館観光青森県・函館観光キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」を実施しますを実施しますを実施しますを実施します    

  

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

のアフターキャンペーンとして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、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。 

開業から１周年を迎えた北海道新幹線で、「青森県・函館」をめぐる旅を是非お楽しみください。 

 

「「「「青森県・函館観光キャンペーン青森県・函館観光キャンペーン青森県・函館観光キャンペーン青森県・函館観光キャンペーン」」」」実施概要実施概要実施概要実施概要                                                                                                                                                        

■実施 期間 平成 29 年７月１日（土）～９月 30日（土） 

■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                                                                                                                                                    

■青森県・■青森県・■青森県・■青森県・函館エリアをめぐる周遊コースを掲載した函館エリアをめぐる周遊コースを掲載した函館エリアをめぐる周遊コースを掲載した函館エリアをめぐる周遊コースを掲載した旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品「青森・函館」「青森・函館」「青森・函館」「青森・函館」をををを発売発売発売発売中！中！中！中！    

 ・青森周遊コース・青森周遊コース・青森周遊コース・青森周遊コース    

 人気の田舎館村「田んぼアート」をめぐるコースを含め４コースをご用意 

しています。 

 ・・・・道南道南道南道南周遊コース周遊コース周遊コース周遊コース    

   ツインクルバスや定期観光バスによる周遊コースを３コースご用意して 

います。 

 

■■■■そのほか、青森ねぶた祭を中心とした夏祭り商品もそのほか、青森ねぶた祭を中心とした夏祭り商品もそのほか、青森ねぶた祭を中心とした夏祭り商品もそのほか、青森ねぶた祭を中心とした夏祭り商品も発売発売発売発売中！中！中！中！    

 ・添乗員同行団体コース・添乗員同行団体コース・添乗員同行団体コース・添乗員同行団体コース    

   青森ねぶた祭、五所川原立佞武多、今別町荒馬まつり、函館港まつりを 

お楽しみいただける８コースをご用意しています。 

 ・個人旅行コース・個人旅行コース・個人旅行コース・個人旅行コース    

   青森ねぶた祭をたっぷり堪能できるコース。宿泊は函館市内ホテル６施設から 

お選びいただけます。 

 

※本旅行商品のお問い合わせ：ツインクルデスク（電話※本旅行商品のお問い合わせ：ツインクルデスク（電話※本旅行商品のお問い合わせ：ツインクルデスク（電話※本旅行商品のお問い合わせ：ツインクルデスク（電話 011011011011----219219219219----5489 5489 5489 5489 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））））    

詳しくは専用パ詳しくは専用パ詳しくは専用パ詳しくは専用パンフレットをご覧ンフレットをご覧ンフレットをご覧ンフレットをご覧くだくだくだください。さい。さい。さい。    

青森県・函館 

観光マスコットキャラクター 

「いくべぇ」® 

 



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・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。 

■２次交通■２次交通■２次交通■２次交通    

①①①①    ツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバス    大沼三昧。駒ヶ岳周遊号大沼三昧。駒ヶ岳周遊号大沼三昧。駒ヶ岳周遊号大沼三昧。駒ヶ岳周遊号    

大沼駒ヶ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・駒ヶ岳の大パノラマを楽しめるほか、道の

駅しかべ間歇泉公園では、地元食材を使った温泉蒸し釜料理を楽しんでいた

だきます。昼食付きコースは、「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（土）～９月 30日（土）の毎日 

【料  金】 午前コース        大人 1,200 円（こども 700 円） 

午後コース（昼食付き）  大人 5,900 円（こども 5,300 円）※新函館北斗駅発のみ 

午後コース（昼食なし）  大人 3,400 円（こども 2,800 円） 

終日コース（昼食付き）  大人 6,600 円（こども 5,500 円） 

終日コース（昼食なし）  大人 4,100 円（こども 3,000 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※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとな※ツインクルバスはＪＲ利用者専用の事前予約制バスとな※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。ります。ります。ります。    

 

②②②②    ツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバス    森町森町森町森町    夏の自然体験号夏の自然体験号夏の自然体験号夏の自然体験号    

城岱牧場からの景色を楽しむことができます。森駅で下車し、特急スーパー

北斗・北斗で札幌・登別方面へ行くことも可能です。 

【運行期間】 ７月１日（土）～９月 30日（土）の土・日・祝 

【料  金】 2,500 円（大人こども同額） 

※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。    

    

③③③③    ツインクルバスツインクルバスツインクルバスツインクルバス    みそぎの郷きこないと歴史めぐり号みそぎの郷きこないと歴史めぐり号みそぎの郷きこないと歴史めぐり号みそぎの郷きこないと歴史めぐり号    

木古内町の伝統神事「寒中みそぎ」体験ができる他、かき小屋知内番屋でカ

キ焼きをお召し上がりいただけます。 

【運行期間】  ９月 30日（土）までの土・日・祝 

【料  金】  3,000 円（大人こども同額） 

※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。    

    

④④④④    定期観光バス「函館満喫号」（運行：北都交通）定期観光バス「函館満喫号」（運行：北都交通）定期観光バス「函館満喫号」（運行：北都交通）定期観光バス「函館満喫号」（運行：北都交通）    

トラピスチヌ修道院や五稜郭公園など主要な観光地をまわります。昼食付きコースは「函館朝市 栄

屋」での海鮮丼も楽しめます。 

【運行期間】 ９月 30日（土）までの毎日 

【料  金】 午前コース        大人 1,500 円（こども 900 円） 

午後コース        大人 1,700 円（こども 1,200 円） 

１日コース（昼食付き）  大人 4,600 円（こども 3,500 円） 

１日コース（昼食なし）  大人 3,100 円（こども 2,000 円） 

    

⑤⑤⑤⑤    定期観光バス「函館夜景号」（運行：函館バス）定期観光バス「函館夜景号」（運行：函館バス）定期観光バス「函館夜景号」（運行：函館バス）定期観光バス「函館夜景号」（運行：函館バス）    

函館山山頂からの夜景をを楽しむことができます。 

【運行期間】 ９月 30日（土）までの毎日 

【料  金】 大人 1,100 円（こども 700 円） 

 

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    ～旬感・千年北海道～」（運行：エイチ・ビー観光）～旬感・千年北海道～」（運行：エイチ・ビー観光）～旬感・千年北海道～」（運行：エイチ・ビー観光）～旬感・千年北海道～」（運行：エイチ・ビー観光）    

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、今年日本遺産に認定さ

れた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（火）までの毎日           

【料  金】 大人 7,500 円、こども 4,900 円（昼食付）  

 

城岱牧場 

しかべ間歇泉公園 温泉蒸し釜料理 

寒中みそぎ体験 



⑦⑦⑦⑦    「江差・姥神大神宮渡御祭」臨時路線バス（運行：函館バス）「江差・姥神大神宮渡御祭」臨時路線バス（運行：函館バス）「江差・姥神大神宮渡御祭」臨時路線バス（運行：函館バス）「江差・姥神大神宮渡御祭」臨時路線バス（運行：函館バス）    

370 余年前から行われている道内有数の夏祭り「江差・姥神大神宮渡御祭」にあわせて臨時路線バ

スを運行します。 

【運行期間】 ８月 10日（木）、８月 11日（金・祝） 

【料  金】 片道大人 1,880 円（こども 940 円） 

  

■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 

①①①①    大沼三昧。季節の彩りランチ大沼三昧。季節の彩りランチ大沼三昧。季節の彩りランチ大沼三昧。季節の彩りランチ    

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、函館大沼プリンスホテル、牧場レストラン ランチオンランチ）  

【料  金】 2,500 円（大人こども同額） 

 

■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・道南いさりび鉄道・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 30 年４月１日までの毎日 

【発売期間】   平成 30年３月 31日まで 

【有効期間】  乗車日から２日間 

【おねだん】  大人 3,380 円（こども 1,690 円） 

※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧ください。ください。ください。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～    

函館バスの対象エリアの路線バスが３日間乗り降り自由となるお得な 

フリーパスです。 

【ご利用期間】  平成 30 年３月 31 日までの毎日 

【発売期間】  平成 30年３月 29日まで 

【有効期間】  乗車日から３日間 

【おねだん】  大人 4,000 円（こども 2,000 円） 

    

    

※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧※詳しくは専用パンフレットをご覧ください。ください。ください。ください。    

    

～上記オプショナルプランの～上記オプショナルプランの～上記オプショナルプランの～上記オプショナルプランの情報情報情報情報は、は、は、は、駅等駅等駅等駅等に設置しているに設置しているに設置しているに設置している「青森県・函館観光キャンペーンガイドブック」「青森県・函館観光キャンペーンガイドブック」「青森県・函館観光キャンペーンガイドブック」「青森県・函館観光キャンペーンガイドブック」ももももご覧ください～ご覧ください～ご覧ください～ご覧ください～    

    

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                                                                                                                        

青森県・函館観光キャンペーンの開催を記念し、北海道新幹線２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。ご参加のお客様には記念品をプレゼント！２日間続けての開催ですので、

是非両駅でのウォークをお楽しみください！ 

 

■７月■７月■７月■７月 15151515 日（土日（土日（土日（土）木古内駅）木古内駅）木古内駅）木古内駅 …オリジナルフリクションペン３本プレゼント！ 

 北の大地と津軽海峡、みそぎの郷・木古内ウォーク 

■■■■７７７７月月月月 16161616 日（日日（日日（日日（日））））奥津軽いまべつ駅奥津軽いまべつ駅奥津軽いまべつ駅奥津軽いまべつ駅…オリジナルステンレスカフェボトルプレゼント！ 

 「荒馬の里」と田園風景が広がる、奥津軽いまべつウォーク 

  ※青森県今別町のご協力により、荒馬の里資料館にて荒馬踊り披露やあづべ汁振る舞いの 

おもてなし、ゴール時に町の特産品が当たる抽選会が予定されています。 



特急列車車内特急列車車内特急列車車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」のリンゴを使ったアイスクリームのリンゴを使ったアイスクリームのリンゴを使ったアイスクリームのリンゴを使ったアイスクリーム                                                                    

 

青森県・函館観光キャンペーン期間中の７～９月限定で、客室乗務員が 

乗務する特急スーパー北斗、北斗号で、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）を販売します。 

 

駅における駅における駅における駅における宣伝宣伝宣伝宣伝告知告知告知告知                                                                                                                                                                                                    

■■■■各各各各駅における装飾・宣伝告知・おもてなし駅における装飾・宣伝告知・おもてなし駅における装飾・宣伝告知・おもてなし駅における装飾・宣伝告知・おもてなし    

ＪＲ北海道の主な駅では、「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、ポスター等による情報発信を行います。また、函館エリアの社員が統一のバッ

ジを着用し、おもてなしする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

■札幌駅へ■札幌駅へ■札幌駅へ■札幌駅への観光の観光の観光の観光 PRPRPRPR ブースの設置ブースの設置ブースの設置ブースの設置    

 札幌駅西コンコースに青森県や道南を紹介するパネルや観光パンフレットなどを設置し、青森県・

函館エリアの魅力を発信します。（７月下旬～８月下旬予定） 

    

道南エリアの魅力を動画で発信！「北の南道南エリアの魅力を動画で発信！「北の南道南エリアの魅力を動画で発信！「北の南道南エリアの魅力を動画で発信！「北の南で戯びませうで戯びませうで戯びませうで戯びませう    夏篇」夏篇」夏篇」夏篇」                                                                                                    

 道南エリアの観光誘発を目的に、道内有数の夏祭りである 

「江差・姥神大神宮渡御祭」を取り上げた動画を公開します。動画

と連動したポスター掲出も予定しています。 

    

※本動画※本動画※本動画※本動画はははは北海道新幹線スペシャルサイト（北海道新幹線スペシャルサイト（北海道新幹線スペシャルサイト（北海道新幹線スペシャルサイト（http://www.hokkaidohttp://www.hokkaidohttp://www.hokkaidohttp://www.hokkaido----shinkansen.comshinkansen.comshinkansen.comshinkansen.com////））））    

内の観光情報ページにて内の観光情報ページにて内の観光情報ページにて内の観光情報ページにて 6666 月中旬頃月中旬頃月中旬頃月中旬頃公公公公開予定で開予定で開予定で開予定ですすすす。。。。    

 

青森青森青森青森県県県県・函館観光キャンペーン告知宣伝施策・函館観光キャンペーン告知宣伝施策・函館観光キャンペーン告知宣伝施策・函館観光キャンペーン告知宣伝施策（北海道日本ハムファイターズスペシャルゲーム）（北海道日本ハムファイターズスペシャルゲーム）（北海道日本ハムファイターズスペシャルゲーム）（北海道日本ハムファイターズスペシャルゲーム）                                                        

６月 25 日（日）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東北楽天ゴールデンイーグ

ルス（14:00 試合開始）を「青森県・函館観光キャンペーンスペシャルゲーム」とし、パンフレットの

配布や抽選会等を通して告知を行います。当日は先着順で新幹線グッズのプレゼントも予定しています

ので、ぜひご来場ください。 

 

「はこだてライナー」ラッピング車両の運行「はこだてライナー」ラッピング車両の運行「はこだてライナー」ラッピング車両の運行「はこだてライナー」ラッピング車両の運行                                                                                                            

 函館～新函館北斗間を結ぶ新幹線アクセス列車「はこだてライナー」に北海道新幹線×大谷選手の

ラッピングを実施し、北海道新幹線を利用した青森県をはじめとする東北の旅を PRします。 

（１編成、７月上旬運行開始予定） 

 

 

                               

 

    

おもてなしバッジ 

のぼり旗 

フラッグ 

スイングＰＯＰ 

（イメージ） 



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                                                                                                                                                                                    

エリア内の各駅において大型横断幕や看板を設置するほか、７月１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。 

 

「大人の休日倶楽部パス「大人の休日倶楽部パス「大人の休日倶楽部パス「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）（東日本・北海道）（東日本・北海道）（東日本・北海道）」」」」                                                                                                                

「大人の休日倶楽部」会員限定で JR 北海道・JR東日本全線及び 7 つの鉄道会社線が乗り降り自由と

なる「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）」を下記のとおり発売いたします。 

 第 1 回 第 2 回 

ご利用期間 ６月 22 日（木）～７月４日（火） ８月 31 日（木）～９月 12 日（火） 

発売期間 ５月 22 日（月）～６月 29 日（木） ７月 31 日（月）～９月７日（木） 

有効期間 5 日間 

おねだん 26,000 円 

    

「夏の北海道スタンプラリー」「夏の北海道スタンプラリー」「夏の北海道スタンプラリー」「夏の北海道スタンプラリー」                                                                                                            

道内各地を列車で楽しんでいただくため「夏の北海道スタンプラリー」を下記

の期間で開催します。道内４エリアにコースを設定、指定箇所２ヵ所と自由選択

箇所２ヵ所の計４ヵ所のスタンプを押印してご応募いただくと、抽選で賞品が当

たります。「大人の休日倶楽部」会員であれば、賞品抽選のＷチャンスも！ 

【開催期間】６月 22 日（木）～９月 12日（火）  

【応募締切】９月 12 日（火）消印有効 

               

■おすすめコース■おすすめコース■おすすめコース■おすすめコース    ～道南「北の南満喫コース」～～道南「北の南満喫コース」～～道南「北の南満喫コース」～～道南「北の南満喫コース」～        

道南エリアには、異国文化が残る函館や多彩なアクティビティが揃う大沼公園 

などをめぐる「北の南満喫コース」を設定しています。青森県・函館エリアを 

めぐる旅の途中に、スタンプラリーに参加してみませんか。 

 

【道南コース：スタンプ設置箇所】 

指定箇所 自由選択箇所 

ＪＲ函館駅 ＪＲ奥津軽いまべつ駅 道の駅みそぎの郷きこない 

 
 

 

大沼遊船（遊覧船のりば） 

（七飯町） 

五稜郭タワー（函館市） 

江差追分会館・江差山車会館 

（江差町） 

 
 

 

【道南コース：賞品】 湯の浜ホテル宿泊券 ２名様×４組 

ハートランドフェリー（奥尻航路）乗船券 ５名様 

           北海道新幹線オリジナルピンバッチ 10 名様 

（本資料の画像はすべてイメージです） 

※詳しくは専用パンフレット※詳しくは専用パンフレット※詳しくは専用パンフレット※詳しくは専用パンフレット兼兼兼兼    

スタンプ台紙またはスタンプ台紙またはスタンプ台紙またはスタンプ台紙または JRJRJRJR 北海道北海道北海道北海道    

ホームページホームページホームページホームページ    をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    


