
 

 

 

 

 

平成24年10月23日 

 

 

～～行行っってて、、ももららっってて、、青青森森・・函函館館ププレレゼゼンントトキキャャンンペペーーンン実実施施～～  

「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲでででで行行行行くくくく！！！！冬冬冬冬のののの函館函館函館函館・・・・青森青森青森青森」」」」をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！！！！！    
 

 

ＪＲ北海道では、ＪＲ東日本、青森県、青森県観光連盟、函館市、函館国際観光コンベンション協会、関係事業者等

と連携し、ＪＲ北海道及びＪＲ東日本の旅行商品で、青森県・函館市を訪れたお客様を対象とするプレゼントキャンペ

ーンを実施します。 

キャンペーン期間中には、冬の函館で開催される「はこだてクリスマスファンタジー」にあわせた「ＳＬはこだてク

リスマスファンタジー号」の運転や、地元の「冬の旬な食材」を使ったメニューを「ハシゴ」することができるオリジ

ナル企画「はこだてイルミネーション＆ツインクルバル」を新たな取り組みとして実施し、ＪＲで行く「冬の函館」の

魅力をお伝えします。 

キャンペーンに連動した旅行商品も設定しますので、ＪＲに乗って、見どころ満載の「冬の函館・青森」へお越しい

ただき、想い出に残る旅をお楽しみください。 

 

 

    

１１１１．．．．    行行行行ってってってって、、、、もらってもらってもらってもらって、、、、青森青森青森青森・・・・函館函館函館函館「「「「青函青函青函青函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」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

 

ＪＲ北海道では、ＪＲ東日本、青森県、青森県観光連盟、函館市、函館国際観光コンベンション協会、関係事業者

等と連携し、プレゼントキャンペーンを実施します。 

 

（１） 実施概要 

 

①実施期間 

平成24年12月1日（土）～平成25年2月28日（木） 

（応募締切：平成25年3月7日 当日消印有効） 

 

②応募資格 

    ＪＲ北海道、ＪＲ東日本で販売する、「青森県」「函館市」を訪れる旅行商品をお買い上げいただいたお客様が対 

象となります。 

 

③応募方法 

    専用パンフレットについている応募はがきに、お名前・ご住所などの必要事項及びアンケートにご記入いただき、 

       80円切手を貼ってお送り下さい。 

 

④当選発表 

    厳正なる抽選のうえ、当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

⑤お問い合わせ 

    青函プレゼントキャンペーン事務局 ０１１－６４４－３３９３ 

       ※ 問い合わせ時間 10:00～17:00（土日祝日を除く） 

 

（２） プレゼント内容 

①宿泊券 

 青森県内および函館市内の温泉・ホテルのペア宿泊券を、抽選で４０組８０名様にプレゼントします。 

 

②地元特産品 

    青森県、函館市の特産品を、抽選で４００名様にプレゼントします。 

 

・ 青森県  りんごジュース、黒石つゆやきそばセット、気になるりんご、ほたて塩焼  

・ 函館市  いくら醤油漬、五島軒レトルトカレーセット、はこだてビールセット、函館ミルクオムレット 

       函館ロール、函館麺や一文字ラーメン 

 



（３） キャンペーン対象商品（一例） 

   ①函館旅物語（12/1～3/31） 

    湯の川温泉や函館シティホテルを中心としたお得な宿泊パック商品で、函館の観光情報なども掲載 

しています。 

 

   ②2012はこだてクリスマスファンタジー（12/1～12/25） 

    往復ＪＲとＪＲ利用者専用「ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号」などがセットになった宿泊 

パック商品です。 

 

   ③冬の東北（12/1～3/31） 

   びゅうばすなどの周遊型コースを中心に設定した商品です。 

 

 

２２２２．．．．    ＳＬＳＬＳＬＳＬはこだてはこだてはこだてはこだてクリスマスファンタジークリスマスファンタジークリスマスファンタジークリスマスファンタジー号号号号をををを運転運転運転運転しますしますしますします。。。。    

 

（１） 運転概要 

①運転日 

平成24年12月1日（土）～12月24日（月・祝）の土・日・祝日および12月25日（火） 計10日間 

 

②運転区間・時刻 

１号 函  館08:35発 ― 五稜郭08:42発 ― 大沼公園09:15着     ※ 写真はすべてイメージです。 

２号   大沼公園10:10発 ― 五稜郭10:52着 ― 函  館11:00着 

３号 函  館14:11発 ― 五稜郭14:18発 ― 大沼公園14:52着 

４号 大沼公園15:49発 ― 五稜郭16:20着 ― 函  館16:27着 

 

   ③編 成 

    すずらん客車４両編成 定員２２４名 

 

 

（２） 車内演出 

① クリスマスムード一色の車内です。 

車内は、アーチガーランドやリースの装飾を施し、クリスマスムード一色で彩られています。 

特に緩急車には、はこだてクリスマスファンタジー会場で使用している、カナダ・ハリファックス市から送ら

れてきた木で作られたクリスマスツリーを展示します。LED ライトを使用した電飾により、北のクリスマス

「オーロラ」をイメージします。 

 

 

 

 

 

 

 

★ＳＬ車内イメージ★ 

 

 

② ＳＬへのご乗車を証明するクリスマスカードを車内で配布します。 

     往復でデザインが異なるクリスマスカード（乗車証明書）を各列車にて配布します。 

 

（函館→大沼公園）１号・３号             （大沼公園→函館）２号・４号 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ クリスマスの衣装に身を包んだ客室乗務員がお出迎えします。 

    客室乗務員がクリスマスの衣装を着用し、皆さまをお出迎えするほか、 

３号車カフェカーでは様々なグッズを販売します。 

 



３３３３．．．．    ＪＲＪＲＪＲＪＲ利用者専用利用者専用利用者専用利用者専用「「「「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」」」」をををを運行運行運行運行しますしますしますします。。。。    

 

（１） ツインクルバス大沼クリスマス号 ＪＲ利用者専用・事前予約制  

ＳＬはこだてクリスマスファンタジー号の運転にあわせ、大沼公園駅を出発するＪＲ利用者専用バスを運行し

ます。大沼公園周辺の観光や「はこだてクリスマスファンタジー」点灯式の見学に是非ご利用ください。 

 

① 運行期間  

平成24年12月1日（土）～12月24日（月・祝）の土・日・祝日および12月25日（火） 計10日間 

 

② 料 金 

午前コース 大人・こども同額 ７００円 

午後コース 大人・こども同額 １，０００円 

   

③ 運行コース内容（午前コース・午後コース） 

○午前コース（ＳＬ１号09:15大沼公園着から接続） 

      大沼公園駅09:30頃乗車 → 09:45頃 北海道昆布館 10:20頃 → 10:25頃 はこだてわいん 11:00頃 

      → ～湖畔一周道路通行～ → 11:30頃 大沼展望閣 12:00頃 → 12:10頃 大沼公園駅 

      → レストランへ  12:15頃～13:05頃 クロフォード・イン大沼 

                12:20頃～13:10頃 ターブル・ドゥ・リバージュ  →13:15頃 大沼公園駅 

 

○午後コース（ＳＬ３号14:52大沼公園着から接続） 

 大沼公園駅15:00頃乗車 → 15:05頃 大沼展望閣 15:30頃 → 15:45頃 北海道昆布館 16:20頃 

 →16:25頃 はこだてわいん 16:50頃 → 17:45頃 はこだてクリスマスファンタジー会場 18:20頃 

 →18:30頃 函館駅西口 → 18:50～19:10頃 湯の川温泉 

 

≪≪≪≪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大沼大沼大沼クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス号号号号のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめポイントポイントポイントポイント≫≫≫≫    

○ クロフォード・イン大沼、ターブル・ドゥ・リバージュの両レストランにおいて召し上がれる、 

「クリスマススペシャルランチ」を提供します。 ３日前まで要予約  

 

＜クロフォード・イン大沼＞                   ＜ターブル・ドゥ・リバージュ＞ 

 

 

 

 

 

       1,500円 （2,200円のメニューもあります）          1,200円  （2,200円のメニューもあります） 

 

○ はこだてわいん 

１）ツインクルバス乗車記念オリジナルワインを販売します。 

オリジナルラベル（ＳＬイメージ）を貼付したワインを＠1,050円（720ml）で 

販売します（バス利用者のみ購入可、数量限定）。 

  

２）無料試飲をお楽しみいただけます。（常時８種類程度） 

・ガルトネルシリーズ（高品位プレミアムシリーズ） 

 

○ 北海道昆布館 

イマジカドームで約12分間の迫力ある映像を見た後、店内で試食とショッピング。 

ＳＬヘッドマークがついた「とろろ昆布」全員にプレゼントします。 

 

（２） ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号 ＪＲ利用者専用・事前予約制  

毎年好評をいただいている、函館山の夜景とクリスマスファンタジー点灯式見学に便利な 

「ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号」を今年も運行します。 

 

①  運行期間 

平成24年12月1日（土）～12月25日（火）までの毎日 

 

②  料  金 

    大人１，５００円、こども７５０円（ロープウェイ代込み） 

 

③ 運行コース内容 

    湯の川温泉15:40～16:15頃 → 函館駅16:35頃 → 17:00頃 函館山山頂 17:30頃 

    → 17:50頃 はこだてクリスマスファンタジー会場 18:40頃 → 18:50頃 函館駅西口 

    → 19:10～19:40頃 湯の川温泉 

本日のスープ 

メインプレート 

（長万部黒豚のソティ･道産魚フライ・

季節の温野菜添え） 

地元野菜のミニサラダ 

パン・コーヒー 

特製スープカレー 

じゃがいものニョッキ 

ライス、サラダ 

自家製ピクルス 

コーヒー 



      ≪≪≪≪おおおお得得得得なななな旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品のごのごのごのご案案案案内内内内≫≫≫≫    

    

①  往復ＪＲ（限定列車利用）、宿泊、ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号に加えて、 

ベイエリア会場内に出店している「スープバー」のチケット（１杯分）がセットになったお得な旅行商品 

「2012はこだてクリスマスファンタジー」を発売します。 

 

○設定期間 

平成24年12月1日（土）～12月25日（火）出発まで 

 

     ○商品内容 

        往復ＪＲ（限定列車利用）＋宿泊（函館駅前・ベイエリア、湯の川温泉） 

        ＋ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号＋スープバー（１杯分） 
 

     ※湯の川温泉でのご宿泊は、「１泊朝食のみ」と「２食付」 

の２パターンを設定しています。 
 

     ○価格の一例 

        【湯元啄木亭宿泊（１泊２食付）、１泊２日の場合】 

         札幌駅発着・大人お一人様 １７，０００円（４・５名１室利用） 

 

     ②  日帰りで函館・大沼を楽しめる「日帰りぷらり旅 ＳＬで行くはこだてクリスマスファンタジー」 

     を今年新たに発売します。 

  

     ○出 発 日 

        平成24年12月1日（土）～12月24日（月・祝）の土・日・祝日および12月25日（火） 

○商品内容 

   往復ＪＲ ＋ ＳＬはこだてクリスマスファンタジー号（指定席） 

 ＋ ツインクルバス函館クリスマスファンタジー号 ＋ ランチ 
 

     ○設定コース 

        １）函館たっぷり観光コース 

･･･ ウイニングホテルでのランチと函館市電１日乗車券付き 

        ２）ゆっくり大沼観光コース 

          ･･･ クロフォード・イン大沼でのランチ付き 
   

     ○旅行代金 

        上記すべてがセットで、札幌駅発着お一人様  大人９，８００円・こども５，８００円 

 

４４４４．．．．    冬冬冬冬のののの函館函館函館函館・・・・大沼大沼大沼大沼をおをおをおをお楽楽楽楽しみしみしみしみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

（１） 新企画「はこだてイルミネーション＆ツインクルバル」を実施します。 

 

冬の函館で毎年行われる「はこだてイルミネーション」などのイベント会場周辺等の飲食店とタイアップ 

し、地元の「冬の旬な食材」を使ったお店独自の「ピンチョス（おつまみ）」＋「ドリンク１杯」がセッ

トになったオリジナルメニューを楽しむことができます。 

ＪＲ北海道の駅や旅行センターでご購入いただける「ツインクルジョイクーポン」２枚でお酒やおつまみ、 

軽食やランチなどをご利用いただける企画ですので、冬の函館のイベントとともに是非、ご利用ください。 

 

○実施期間 

  平成24年12月1日（土）～平成25年2月28日（木） 

 

○参加店舗（計21店舗） 

 

＜函館駅周辺・ベイエリア・元町地区＞ 

 

 ・函館ダイニング雅家・スカイバーエステラード（ロワジールホテル函館）・はこだてビール 

 ・ベイサイドレストランみなとの森・select coffee shop peacepiece・茶房 菊泉・Cafe Dining JOE 

・ラッキーピエロベイエリア本店・和食処 寿司 きたまえ船（ホテル函館ロイヤル） 

・ヴィクトリアンローズ（旧イギリス領事館） 

 

    ＜五稜郭・湯の川地区＞ 

 

     ・麺厨房あじさい本店・居酒屋だてびと・炭火やきとり＆ＢＡＲ Ｗ（ダブリュー） 

     ・スリーク ハコダテ クイズン・川魚 和食 鯉之助・BISTRO HAKU 

     ・鮨処 しん善・幸寿司・グリル塩豚・リストランテ カフェ ラフェスタ・月夜のうさぎ 



  

    ○ご利用方法 

     ・事前にツインクルジョイクーポン（2枚1,000円～）をご購入ください。 

     ・お気に入りのお店でツインクルバルメニューをお召し上がりください。 

      ※ツインクルバルメニュー以外のご飲食代金は、別途お支払いください。 

     ・同じエリアに数件のお店があるので、「ハシゴ」することもできます。      

                                           メニュー例 

（２） 今年も開催！「はこだてクリスマスファンタジー」 

 

今年の「はこだてクリスマスファンタジー」は、１２月１日（土）～２５日（火） 

まで開催。恒例の点灯式や、クリスマスイベントが開催されるほか、昨年に引き続 

き、市内９店舗で販売するスープから、お好きな１杯を召し上がることができる 

「スープバーチケット」を、１枚５００円で発売します。 

温かなスープで、ホットなクリスマスをお過ごし下さい。 

 

○期間中のおもなイベント 

 

１２月  １日（土）   １７：３０～ オープニングセレモニー 

１２月 ２日（日）～２２日（土） １８：００～ エブリデイセレモニー 

１２月２３日（日）・２４日（月） １８：００～ ファンタスティック・イブ 

１２月２５日（火）   １８：００～２０：００ クリスマスナイト・セレモニー 

 

（３） 冬の大沼公園を満喫！ 

 

ＳＬが停車する大沼公園では、様々な催しや滞在メニューをご用意しています。 

 

① ＳＬの到着・出発にあわせ、大沼公園駅で「観光駅長」が皆さまをお出迎え・お見送りします。 

                                 

    ＜大沼公園駅観光駅長＞ 

    

      大沼ポロトくん＆小沼ポントちゃん（七飯町観光ＰＲキャラクター） 

 

② 大沼名物「わかさぎ」をお楽しみ頂けます。 

 

下記メニューを 大人１，２００円 こども６００円で楽しめます。 

 

○わかさぎ釣り体験＋わかさぎ天ぷら（所要４５分～１時間） 

○モーターボート＋わかさぎ天ぷら（所要１０分） 

○遊覧船＋わかさぎ天ぷら（所要３０分） 

 

※予約先 大沼合同遊船 ０１３８－６７－２２２９（お客様ご自身でご予約下さい） 

※天候により中止、又は運行が終了となることもございますのでご了承下さい。 

 

③ 大沼で様々な特典が受けられます！ 

 

＜大沼展望閣＞ 

クリスマスカード（乗車証明書）提示又はＳＬの指定席券提示で特典が受けられます。 

 

○オリジナルポストカードをプレゼント 

○お土産品１０％引き（一部品物除く） 

○パンプキンスープ割引販売（２００円→１００円） 

 

＜フレンドリーベア＞ 

クリスマスカード（乗車証明書）提示又はＳＬの指定席券提示で特典が受けられます。 

 

○コーンスープ１杯無料 

○ソフトクリーム５０円引き 

○２階ギャラリーで「ＳＬ写真展開催」 

※それぞれ９：００～１６：００まで 

 

 

   ＜りんごの配布＞ 

    日本で初めて西洋リンゴが栽培された七飯町から、ＳＬ運転初日となる12月1日（土）にＳＬはこだて 

    クリスマスファンタジー１号にご乗車されたお客様へ、大沼公園駅で、りんごをプレゼントします。 


