
「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」

2019 年 3月 16 日より、北海道・東北新幹線

と JR 東日本では、時間短縮により、ますます

海道新幹線を利用した旅を楽しんでいただくため

ます。 

        

    

    

 

 

  

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●実施期間 

2019 年 3 月 16 日（土）～6月 30 日

  ※実施期間は各種キャンペーン、イベント等により

 

 ●「出会い、近づく。北海道新幹線」ロゴ

 

 

 

 

JR 北海道版 

※所要時間短縮により、近づいたことを印象づける

来するシーンをマークにしたもの。 

 

●トピックス 

宣伝プロモーション 

全 10種類のポスターを合同で作成

を開設し、所要時間の短縮を広く告知

 

最短 3 時間 58 分にちなみ、合計 358

「出会い、近づく。北海道新幹線」

青函トンネルの区間を含む新幹線停車駅

ル Suica 特急券」にてご利用いただいたお

Suica チャージ」が当たります。さらに

客さまには Wチャンスとして、抽選でオリジナルグッズが
 

北海道・東北新幹線を対象にした「

所要時間短縮を記念して、北海道

定のおトクなきっぷを発売します。 
 

  3 月 16 日限定！お出迎え・お見送

3 月 16 日（土）には、地元の皆さまとともに

します。 

※

2 0 1 9

北海道旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」「出会い、近づく。北海道新幹線」共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について

   -北海道新幹線（新函館北斗-   -北海道新幹線（新函館北斗-   -北海道新幹線（新函館北斗-   -北海道新幹線（新函館北斗-新青森間）開業新青森間）開業新青森間）開業新青森間）開業

東北新幹線は新函館北斗～東京間を最短 3時間 58分で結

ますます便利になった北海道新幹線を広く告知し、さらに多

しんでいただくため、「出会い、近づく。北海道新幹線」キャンペーンを

日（日）    

により異なります。なお、7 月 1 日以降も各社で連携して、プロモーションを

ロゴ 

 

 

 

 

JR 東日本版 

づけるコピーとともに、北海道・東北新幹線 H5 系と E5 系をシンプルにイラスト

作成し、北海道、東北、首都圏等で掲出する他、キャンペーン

告知します。 

358 名さまに当たる！プレゼントキャンペーン 

」えきねっと・モバイル Suica 会員限定キャンペーン 

新幹線停車駅を発着とする新幹線指定席を「えきねっと

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

さらに対象期間中に「グランクラス（飲料軽食なしを含む

でオリジナルグッズが当たります。 

「えきねっと」、「モバイル Suica」会員限定のおトクなきっぷ

北海道・東北新幹線を対象にした「えきねっと」、「モバイル

見送りイベント 

さまとともに、北海道新幹線をご利用のお客さまをお出迎

 ※各項目の詳細は次ページ以降をご覧ください。 

年 2 月 2 6 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について共同プロモーションの実施について    

新青森間）開業新青森間）開業新青森間）開業新青森間）開業 3周年- 3 周年- 3 周年- 3 周年- 

    

結びます。JR北海道

多くのお客さまに北

キャンペーンを共同で実施し

プロモーションを展開します。 

をシンプルにイラスト化し、行き

キャンペーン特設サイト

えきねっと」もしくは「モバイ

えきねっとポイント」、「モバイル

む）」をご利用のお

のおトクなきっぷ 

モバイル Suica」会員限

出迎え＆お見送り



（別紙 1） 

■■■■宣伝宣伝宣伝宣伝プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション    

「出会い、近づく。北海道新幹線」をキーワードに、より多くのお客さまに 

所要時間短縮を訴求し、北海道新幹線をご利用いただけるよう、宣伝物を 

掲出します。 

 

（1）ポスター 

 北海道、東北、首都圏等において、全 10 種類のポスターを展開します。 

※展開時期はエリアにより異なります。 

 

（2）キャンペーン特設サイト 

   ポスターのビジュアルを活用した特設サイトを公開します。 

   JR 北海道 https://www.jrhokkaido.co.jp/hokkaidoshinkansen/ 

   JR 東日本 https://www.jreast.co.jp/hokkaido/ 

   ※情報は順次公開します。 

 

（3）その他 

各社の持つデジタルサイネージ等の媒体を活用し、広く告知します。 

 

 

■■■■最短 3 時間 58 分最短 3 時間 58 分最短 3 時間 58 分最短 3 時間 58 分にちなみにちなみにちなみにちなみ、、、、合計 358 名合計 358 名合計 358 名合計 358 名さまにさまにさまにさまに当当当当たるたるたるたる！！！！プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン    

「「「「出会出会出会出会いいいい、、、、近近近近づくづくづくづく。。。。北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線」」」」えきねっと・モバイルえきねっと・モバイルえきねっと・モバイルえきねっと・モバイル Suica Suica Suica Suica 会員限定会員限定会員限定会員限定キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン 

青函トンネルの区間を含む新幹線停車駅を発着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」にてご利用いただいたお客さまの中から抽選で、10,000 円相当の「えきねっとポイント」、「モバイル

Suica チャージ」が当たります。 

さらに、対象期間中に「グランクラス（飲料軽食なしを含む）」をご利用のお客さまには W チャンスとして、抽選

でオリジナルグッズが当たります。 

 

（1）実施期間 

応募期間：2019 年 3 月 16 日（土）～2019 年 6 月 30 日（日）  

   対象期間：2019 年 3 月 16 日（土）～2019 年 6 月 30 日（日）乗車分  

 

（2）賞品（合計 358 名さま） 

【えきねっと賞】     えきねっとポイント 4,000 ポイントえきねっとポイント 4,000 ポイントえきねっとポイント 4,000 ポイントえきねっとポイント 4,000 ポイント（10,000（10,000（10,000（10,000 円相当円相当円相当円相当））））    170 名さま  

【モバイル Suica 賞】 モバイルモバイルモバイルモバイル SuicaSuicaSuicaSuica チャージチャージチャージチャージ（10,000（10,000（10,000（10,000 円分円分円分円分）））） 170 名さま  

           

＜Ｗ＜Ｗ＜Ｗ＜Ｗチャンスチャンスチャンスチャンス＞  ＞  ＞  ＞  

   【グランクラス賞】      オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル北海道産材北海道産材北海道産材北海道産材ペアペアペアペア箸箸箸箸セットセットセットセット 18 名さま 

              （北海道・東北新幹線をイメージしたガラス箸置 2個付） 

 

(3）応募条件 

青函トンネルの区間を含む新幹線停車駅を発着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」にてご利用いただいたお客さま 

 

（4）応募方法 

キャンペーン特設サイトの専用応募フォームからエントリー 

特設サイト URL : https://www.jreast.co.jp/eki-mob-cp/hokkaido3rd/  

(3 月 16 日（土）0:00 オープン予定) 

※応募条件、賞品等の詳細はキャンペーン特設サイトをご参照ください。 

JR 北海道版イメージ 

（一例） 

 

グランクラス賞 

（賞品イメージ） 

 

JR 東日本版イメージ 

（一例） 

 



  

■■■■北海道北海道北海道北海道・・・・東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした「「「「えきねっとえきねっとえきねっとえきねっと」、「」、「」、「」、「モバイルモバイルモバイルモバイル SuicaSuicaSuicaSuica」」」」会員限定会員限定会員限定会員限定のおトクなきっぷのおトクなきっぷのおトクなきっぷのおトクなきっぷ    

所要時間短縮を記念して、「えきねっと」および「モバイル Suica」にて北海道・東北新幹線を対象にしたイン 

ターネット限定のおトクなきっぷの発売を予定しております。 

※設定期間の具体的な内容については、決まり次第お知らせします。 

 

 

■3■3■3■3 月 16 日限定月 16 日限定月 16 日限定月 16 日限定！！！！おおおお出迎出迎出迎出迎え・おえ・おえ・おえ・お見送見送見送見送りイベントりイベントりイベントりイベント    
新函館北斗～東京間が最速3時間58分となる初日の3月 16日（土）には、地元の皆さまとともに、北海道新

幹線をご利用のお客さまをお出迎え＆お見送りし、ノベルティをお渡しします。 

（1）実施日   

  2019 年 3 月 16 日（土） 

（2）実施場所 

   函館駅、新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅、新青森駅 

 

 ※具体的な内容については、決まり次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン特設特設特設特設サイトはこちら サイトはこちら サイトはこちら サイトはこちら 

JR 北海道 https://www.jrhokkaido.co.jp/hokkaidoshinkansen/ 

    JR 東日本 https://www.jreast.co.jp/hokkaido/ 

※内容は順次公開します。 



（別紙 2）ＪＲ北海道の取り組み 

■■■■あなたのあなたのあなたのあなたの描描描描いたいたいたいた新幹線新幹線新幹線新幹線が 3が 3が 3が 3DDDD になってになってになってになって走走走走りりりり出出出出すすすす！～！～！～！～ぬりぬりぬりぬり絵絵絵絵コンテストもコンテストもコンテストもコンテストも開催開催開催開催～～～～    

北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線のののの未来未来未来未来はははは、、、、きっときっときっときっと、、、、とってもカラフルだとってもカラフルだとってもカラフルだとってもカラフルだ！ ！ ！ ！ TRAIN×ARTRAIN×ARTRAIN×ARTRAIN×AR 北海道新幹線 北海道新幹線 北海道新幹線 北海道新幹線 

未来の北海道新幹線をテーマに、自由な発想で楽しむ「ARぬり絵」を実施します。あなたの描いた新幹線が3Dにな

って走ります。さらに、コンテストも開催し、優秀賞に選ばれた方に北海道新幹線オリジナルグッズなどを差し上げます。 

 

（１）TRAIN×AR 北海道新幹線 

 ①実施期間 

2019 年 4 月１日（月）～2020 年 3 月 31 日（火） 

②実施方法 

  １.JR 北海道の駅などで配布している「ぬり絵用紙」を手に入れます。 

   ※キャンペーン特設サイトでも公開しています。 

  2.ぬり絵を楽しみます。 

  3.スマートフォン・タブレットに AR ぬり絵アプリ daub（だーぶ）をダウンロードします。 

  4.AR ぬり絵アプリを起動し、ぬり絵にかざすと、描いた新幹線が 3D になって走り出します。 

  ※スマートフォン等の機種によっては、対応しないものがございます。 

 

（２）AR ぬり絵コンテスト 

 ①応募期間 

  2019 年 4 月１日（月）～2020 年 1 月 31 日（金） 

 ②応募方法 

  3D 動画を再生中にアプリの機能で撮影した静止画像をキャンペーン 

  特設サイト内の応募フォームにアップロードして応募 

 ③賞品 

  【最優秀賞】 各部門１名さま 

●こども部門  ●大人部門 共通 

N ゲージ鉄道模型付 オリジナル青函トンネルミニチュア   

【優秀賞】 各部門１０名さま 

●こども部門 

北海道新幹線レジャーシート、北海道新幹線３周年クリアファイルなどのオリジナルグッズ 

●大人部門 

ヘッドマークマスキングテープ、北海道新幹線３周年クリアファイルなどのオリジナルグッズ 

※こども部門は小学生以下、大人部門は中学生以上が対象です。 

※応募条件、賞品等の詳細はキャンペーン特設サイトをご参照ください。 

 

 

■■■■北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線北海道新幹線でででで旅旅旅旅にににに出出出出ようようようよう！～！～！～！～商品商品商品商品ラインナップラインナップラインナップラインナップ～～～～    

別紙１に記載の「えきねっと」「モバイル Suica」会員限定の北海道・東北新幹線を対象にしたインターネット限定のおトク

なきっぷの他、大人の休日倶楽部会員限定のおトクなきっぷや北海道新幹線を利用した旅行商品などを発売します。 

 

（１）大人の休日倶楽部会員限定 大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道） 第 1 回 

 ①利用期間 2019 年 6 月 20 日（木）～7 月 2 日（火） 

         ※第 2回、第 3 回の設定もあります。日程等については決定次第お知らせします。 

 ②発売期間 2019 年 5 月 20 日（月）～6 月 27 日（木） 

※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売はいたしません。 

  

 

 

 

最優秀賞 

（賞品イメージ） 

 



(２) 大人の休日倶楽部会員限定 大人の休日パス 東日本・北海道スペシャル 

   ①利用期間 2019 年 9 月 2 日（月）～9 月 11 日（水） 

②発売期間 2019 年 8 月 2 日（金）～9 月 6日（金） 

  ※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売はいたしません。 

 

 

●「大人の休日倶楽部」の詳細は以下の WEB サイトをご覧ください。 

    https://jre-ot9.jp/ （JR 東日本「大人の休日倶楽部サイト」） 

 

 (３)旅行商品（一例） 

温線紀行 東北 JR レール＆ホテルパック東北 JR レール＆ホテルパック 

東京・横浜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットインターネットインターネットインターネット（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン））））でおでおでおでお申申申申しししし込込込込みできるみできるみできるみできる商品商品商品商品もございますもございますもございますもございます。 。 。 。 

※一部インターネットではお求めになれない商品もございます。 

  ※旅行企画・実施は、株式会社びゅうトラベルサービスとなります。 

また、お申し込みはＪＲ北海道のツインクルプラザ（旅行センター）、ツインクルデスク（電話申込）にて承って 

おります。 

 

 

  ●旅行商品の詳細は以下の WEB サイトをご覧ください。 

   https://www.eki-net.com/travel/hokkaido/ 

JR 東日本国内ツアー（えきねっと内） 

 


