(共同リリース)
2017 年 9 月 29 日
日本航空株式会社
北海道旅客鉄道株式会社

JAL x JR 北海道 初めての取り組み
「JAL/JR 北海道 感動“新”発見 ひがし&きた北海道キャンペーン」を実施
～JAL の飛行機で北海道に入り、JR 北海道の列車で道内を周遊する旅行商品をご用意～
日本航空株式会社（以下、「JAL」）と北海道旅客鉄道株式会社（以下、「JR 北海道」）は、冬の北海
道ならではの「景色」、「食」、「イベント」などさまざまな魅力をご堪能いただける「ひがし北海道」・「きた
北海道」に首都圏から気軽にご旅行を楽しんでいただくために、共同で「JAL/JR 北海道 感動“新”発
見 ひがし＆きた北海道キャンペーン」を実施します。
本キャンペーンでは、北海道内の 5 空港（新千歳・女満別・旭川・釧路・とかち帯広）のご利用と、その
最寄駅をフリーエリア内に含んだ「JAL/JR 北海道 ひがし&きた北海道キャンペーンパス」を新規設定
します。一都市への滞在型が多い冬の北海道旅行においても、このパスをご利用いただくことで、行動
範囲を広げた周遊型のご旅行が可能になります。
JAL と JR 北海道の連携により、お得な価格で幅広いエリアを周遊できる旅行商品を旅行会社各社
（13 社、9 月 29 日時点）にご用意していただきます。
これからも JAL と JR 北海道は、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、交流人口の拡大、観光
需要の創出および地域活性化に努めてまいります。

1. 期間
2017 年 11 月１日(水)～2018 年 3 月 31 日(土) 帰着分まで
※設定除外日あり（詳細は各旅行会社にお問い合わせください）
2. 商品概要・特徴
・往復 JAL 便の利用（羽田空港発のみの設定）になります。
・キャンペーン専用の「JAL/JR 北海道 ひがし&きた北海道
キャンペーンパス」がついて、新千歳・女満別・旭川・釧路・とかち
帯広の各空港を利用できるので、冬の北海道を便利に周遊可能
です（新千歳空港は往路または復路どちらか 1 回のみ利用可能）。
▲キャンペーンロゴ

【JAL/JR 北海道 ひがし&きた北海道キャンペーンパス】

【フリーエリア】

2～4 日間の有効期間中、右図エリアの特急・快速・普通列車の
指定席・自由席が乗り放題になる旅行商品専用のきっぷです。（*）
JAL 便就航の 5 空港（新千歳・女満別・旭川、釧路、とかち帯広）の
最寄駅をフリーエリア内に含んでいるので、ひがし北海道と旭川
（きた北海道）、札幌などを幅広く周遊することが可能です。
（*）旅行商品組込専用のきっぷのため単独発売は行いません。
詳しくは旅行会社各社の商品にてご確認ください。

これまで首都圏から冬の北海道への旅行商品は、「札幌 2 泊 3 日」など一都市への滞在型の商品が
中心でした。今回、「JAL/JR 北海道 ひがし&きた北海道キャンペーンパス」の新規設定により、多くの
旅行会社が「ひがし&きた北海道エリアの JAL 便就航の空港＋新千歳空港」と JR 北海道の列車を組
み合わせて、北海道をお得に周遊できる商品をお客さまにご提供します。
【行程と旅行代金の一例】
（株）JTB ガイアレック商品 〈冬・春得スカイセール北海道〉札幌・ひがし&きた北海道 3 日間
羽田空港発 2 泊 3 日大人お一人様あたりの基本代金
※11/6～3/29 出発

35,800 円～58,400 円

3 日間 往路羽田空港（普通席） ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ帯広（食事なし） １～4 名 1 室利用

旅行代金には、 往復航空機（普通席）利用 ・ 滞在中の宿泊代金 、
および 「JAL/JR 北海道 ひがし&きた北海道キャンペーンパス」3 日間

が含まれています。

例えば、下記のような行程（詳細は別紙）も JR を利用して無理なくお得に周遊することができます。
A．新千歳空港－【JR】－札幌（宿泊）－【JR】－旭川（宿泊）－【JR】－網走～女満別空港
B．新千歳空港－【JR】－小樽－【JR】－札幌（宿泊）－【JR】－帯広（宿泊）－【JR】－釧路～釧路空港

3. キャンペーン参画旅行会社（9 月 29 日時点）
旅行会社名
(株)JTB国内旅行企画
近畿日本ツーリスト個人旅行(株)
(株)JTBガイアレック
クラブツーリズム(株)
(株)読売旅行
(株)ジェイトリップ
(株)ジャルパック

発売日
10月下旬
発売中
発売中
10月上旬
10月10日
発売中
発売中

旅行会社名
(株)日本旅行
東武トップツアーズ(株)
(株)阪急交通社
(株)JTBメディアリテーリング
(株)オリオンツアー
(株)ライフツアー

発売日
10月下旬
10月上旬
発売中
11月下旬
発売中
10月中旬

※今後より多くの旅行会
社に参画いただく予定
です。
※発売日は変更になる可
能性もあります。詳細は
各旅行会社にお問い合
わせください。

4. そのほか
JAL と JR 北海道は、北海道への需要創出に向けて公益社団法人 北海道観光振興機構で実施して
いる「生きてる北海道を、めぐる旅。生 HOKKAIDO」の取組みとも連携しています。(*)
(*)URL：http://www.nama-hokkaido.jp/

（問い合わせ先）

日 本 航 空 広 報 部 03-5460-3105
北海道旅客鉄道(株)広報部 011-700-5731

●羽田空港発 北海道旅行（2泊3日） モデルコース
Aプラン
快速エアポート 約1時間半

羽田空港

新千歳空港

主な冬のイベント

快速エアポート 約30分

小樽駅

札幌駅

【札幌泊】

1日目
小樽運河散策や、ガラスやオルゴール等製作体
験も楽しめます。

札幌駅
2日目

「日本新三大夜景」に選ばれた、札幌の夜景を
藻岩山山頂から満喫してみては？

特急カムイ/ライラック 約1時間半

旭川駅

冬の旭山動物園で、雪の中のホッキョクグマや
ペンギンの姿を是非ご覧ください。

旭川駅

特急オホーツク/大雪 約4時間

網走駅

【旭川/層雲峡泊】
旭川駅もしくは上川駅からバスでご利用
いただける層雲峡温泉の宿泊も可能です。

【網走】
あばしりオホーツク流氷まつり
2/10～12

【旭川】
旭川冬まつり
2/7～12

【層雲峡】
層雲峡温泉氷瀑まつり
1/25～3/18

各自

女満別空港

羽田空港

3日目

【小樽】
小樽雪あかりの路

北海道の冬を体験できるスノーシュー体験、流氷観光砕
氷船「おーろら号」で流氷の海を間近に感じてみては？

2/9～18

【札幌】
さっぽろイルミネーション

Bプラン
快速エアポート 約40分

羽田空港

新千歳空港

札幌

【札幌泊】

1日目
「札幌時計台」や「さっぽろテレビ塔」は札幌駅からもすぐ
近く、ちょっとした合間時間で観光できちゃいます！

11/24～12/25（大通会場）
11/24～2/12（駅前通会場）
11/24～3/14（南一条通会場）

さっぽろ雪まつり
2/5～12（大通・すすきの会場）
2/1～12（つどーむ会場）

札幌駅

特急スーパーとかち 約2時間半

帯広駅

【帯広/十勝川温泉泊】

2日目
スイーツや豚丼のグルメはもちろん、世界で唯一
の「ばんえい競馬」の迫力もオススメです！

特急スーパーおおぞら 約1時間半

帯広駅

釧路駅

各自

釧路空港

帯広駅から車で約20分の十勝川温泉はお肌
がすべすべになる「モール温泉」です。

羽田空港

3日目
釧路漁港や道東で水揚げされた新鮮な海の幸が並ぶ「釧路和商市場」で、
名物「勝手丼」をお楽しみください。

【十勝川】
彩凜華（さいりんか）
1/27～2/25

