平成
平成２９年３月
月２３日
ＪＲ北海道 函館支社

北海道新幹線開業 1 周年企画
企画
北海道新幹線開業 1 周年にあわせお出迎えイベントを実施します！
周年にあわせお出迎えイベントを実施します
ＪＲ北海道函館支社では、今月２６日の北海道新幹線
今月２６日の北海道新幹線開業１周年
１周年にあわせて
にあわせて、道南地元自治体
様のご協力のもと
様のご協力のもと、地元の観光関係者とともに
観光関係者とともに 函館駅をはじめ新函館北斗駅、木古内駅にて、
観光関係者とともに、函館駅をはじめ新函館北斗駅、木古内駅にて、
お越しになるお客様へ感謝の気持ちを込め、お出迎えイベントを実施します
お越しになるお客様へ感謝の気持ちを込め、お出迎えイベントを実施します
になるお客様へ感謝の気持ちを込め、お出迎えイベントを実施します。
また、奥津軽いまべつ駅では
奥津軽いまべつ駅では青森県東青地域県民局・今別町主催によるお出迎えイベント
青森県東青地域県民局・今別町主催によるお出迎えイベント
青森県東青地域県民局・今別町主催によるお出迎えイベントが実
施されます。
新幹線開業１周年で盛り上がる道南・奥津軽エリアへ是非お越し下さい！
新幹線開業１周年で盛り上がる道南・奥津軽
エリアへ是非お越し下さい！
１．各駅
各駅でのお出迎えイベント
お出迎えイベント
お出迎えイベントについて
函館駅、新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅の各駅
函館駅、新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅
、奥津軽いまべつ駅
駅では、列車の到着にあわせ
車の到着にあわせて、
車の到着にあわせ
ご当地キャラクターのほか、地元の郷土芸能演舞や仮装衣装などでお出迎えします。

（１）
）函館駅
○日
時
○場
所
○内
容

平成２９年３月２６日（日）
改札内連絡通路
改札内連絡通路
・横断幕とご当地キャラクターによるお出迎え
・ ミスはこだて”と“ハイカラ和洋衣装”に
・”ミスはこだて
と“ハイカラ和洋衣装”に
よるお出迎え
・函館巴太鼓演舞
・観光パンフレット等ノベルティー配布
・ラベンダー無料配布（先着 1,000 名様）
○ご協力団体（順不同）
函館市、
（一社）函館国際観光コンベンション協会、
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟函館支部、ツインクル協力会、
函館湯の川温泉旅館組合、
函館湯の川温泉旅館組合
、箱館会、
（公社）青森県観光連盟
衣装協力：函館和・洋モダン貸衣装ギャラリーM.a.k
衣装協力：函館和・洋モダン貸衣装ギャラリーM.a.k

【お出迎え対象列車】
時間

お出迎え列車

10:38

スーパー北斗４号

10:46

はこだてライナー

11:25

はこだてライナー

12:23

スーパー北斗６号

12:51

はこだてライナー

13:24

北斗8号

14:06

はこだてライナー

14:25

スーパー北斗10号

（お出迎えイメージ）

（２）新函館北斗駅
○日
時
平成２９年３月２６日（日）
○場
所
新幹線改札外および連絡通路付近
○内
容
・横断幕とご当地キャラクターによるお出迎え
・観光パンフレット等ノベルティー配布
○ご協力団体（順不同）
北海道渡島総合振興局、北斗市、七飯町、鹿部町、森町、
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟北海道地域本部・函館支部、
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟北海道地域本部・
北海道地域本部・
、
ツインクル協力会

【お出迎え対象列車】
時間

お出迎え列車

10:06

はやぶさ９５号

10:57

はやぶさ１号

12:22

はやぶさ５号

13:38

はやぶさ１１号

14:37

はやぶさ１３号

※10:57 着｢はやぶさ
はやぶさ 1 号｣のお出迎えは
のお出迎えは、｢北海道新幹線・道南いさりび鉄道開業
新幹線・道南いさりび鉄道開業 1 周年
記念事業｣の東京発一番列車お出迎えと合同で行います。
の東京発一番列車お出迎えと合同で行います。
※14:37 着｢はやぶさ 13 号｣のお出迎えは、JR
号｣のお出迎えは、
東日本東京駅社員の方も参加します。
日本東京駅社員の方も参加します。

（３）木古内駅
○日
時
平成２９年３月２６日（日）
○場
所
新幹線１１番・１２番ホームおよびコンコース
○内
容
・横断幕とご当地キャラクターによるお出迎え、
・横断幕とご当地キャラクターによるお出迎え、
お見送り
・観光パンフレット等ノベルティー配布
○ご協力団体（順不同）
北海道
北海道檜山振興局、
振興局、木古内町、知内
木古内町、知内町、
町、松前町、福島
福島町、
江差町、上ノ国町、乙部町、厚沢部町、奥尻町
江差町、上ノ国町、乙部町、厚沢部町、奥尻町
ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟函館支部

【お出迎え対象列車】
時間

お出迎え列車

10:45

はやぶさ１号

14:24

はやぶさ１３号

【お見送り対象列車】
時間

12:57
14:57

お見送り列車

はやぶさ２２号
はやぶさ２６号
※時間はすべて発時刻です。

（木古内町キャラクター
「キーコ」）

（４）奥津軽いまべつ駅（※）
※青森県東青
青森県東青地域県民局・今別町
地域県民局・今別町主催による
主催による開業 1 周年記念イベント
イベントです。

○日
○場
○内

時
所
容

【お出迎え対象列車】
時間

お出迎え列車

平成２９年３月２６日（日）
10:07
はやぶさ１号
奥津軽いまべつ駅構内
10:22
はやぶさ１６号
①
①開業
1 周年記念イベント開会セレモニー
13:35
はやぶさ２２号
（コンコース：
コンコース：9:50～
～10:00）
13:47
はやぶさ１３号
②到着列車お出迎え（ホームおよび改札付近）
②到着列車お出迎え（ホームおよび
到着列車お出迎え（ホームおよび改札付近）
※時間はすべて発時刻です。
③エンターテイメント（コンコース）
・今別町大川平荒馬演舞 （10:30
10:30～、14:00
14:00～）
・りんご娘ミニライブ
（10:45
10:45～、14:15
14:15～） ほか、ゆるキャラ PR 等
④
④東青地域県民局
地域県民局管内各地域
管内各地域等の特産物販売
の特産物販売 （連絡通路：10:00
（
10:00～15:00
15:00）
無料地元汁物 振る舞い （連絡通路：
無料地元汁物等振る舞い
連絡通路：10:00
10:00～、11:00
11:00～、13:30～）
～）

２．その他の開業１周年記念関連の各種イベントについて
（１）団体臨時列車「北海道新幹線開業１周年記念号」のおもてなし企画
東京～新函館北斗間を運転する団体臨時列車「北海道新幹線開業１周年記念号」の到着と出発
にあわせて、沿線地元自治体の皆様と各種おもてなし企画を実施します。
○日
時
○対象列車
○場
所
○企画内容

平成 29 年 3 月 24 日（金）
団体臨時列車「北海道新幹線開業１周年記念号」
新函館北斗駅コンコースおよび 11 番ホーム
【下り 12:57 到着時：コンコース】
・横断幕やご当地キャラクター、函館巴太鼓によるお出迎え
（北斗市キャラクター
【上り 15:14 出発時：11 番ホーム】
「ずーしーほっきー」）
・横断幕やご当地キャラクターによるお見送り
【地元自治体の皆様による車内賑やかし企画（新青森～新函館北斗間往復）】
・北斗市 ： ゆるキャラ｢ずーしーほっきー｣の車内撮影会
・木古内町： 自治体の方による｢孝行餅｣振る舞い
・今別町 ： 今別町観光 PR 隊による｢荒馬せんべい｣振る舞い
○ご協力団体（順不同）
北斗市、木古内町、今別町、函館市、七飯町、鹿部町、森町

（２）北海道新幹線＆道南いさりび鉄道開業１周年記念イベント(※)での
ＪＲ北海道函館支社のイベント企画
函館駅前にて開催される「北海道新幹線＆道南いさりび鉄道開業１周年記念イベント」におい
て、ＪＲ北海道函館支社では、日頃からご利用いただいている皆様へ感謝の気持ちを込め、函館
駅前特設ステージおよび駅構内でのイベントを実施します。
※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主催によるイベント。詳細については下記 WEB サイ
トをご覧ください。
「北海道新幹線開業 NAVI」内「北海道新幹線開業１周年記念イベント」
http://hokkaido-shinkansen-navi.jp/first_anniv/ （北海道庁の WEB サイト）

○日
時
○会
場
○企画内容

平成 29 年３月 26 日（日） 10:00 ～ 16:00
函館駅前広場・函館駅構内
①鉄道○×クイズ（駅前広場特設ステージ）
【道南いさりび鉄道共同企画】
10:45～、15:00～の２回、各 15 分
各回上位 10 名様に素敵な景品をプレゼント。
②列車探しゲーム（駅構内）【道南いさりび鉄道共同企画】
10:00 ～ 16:00 （参加受付は 15:30 迄）
駅舎内に隠された、列車の写真とキーワードが書かれたカードを探し出し、全て
見つけた方から抽選で 300 名様に素敵な景品をプレゼント。
③北海道新幹線ＰＲコーナー（駅前広場ＪＲ北海道ＰＲブース）
新幹線の陸揚げから開業初日までのパネル展を実施します。
④新幹線ジオラマの展示（駅コンコース）
平成 26 年 10 月に市内で開催された「北海道新幹線開業記念キックオフイベン
ト」のクイズ大会参加者 1000 人の名前が刻まれたブロックで製作した、新幹線
ジオラマを展示します。

（３）青森へ行こう観光ＰＲイベント
北海道新幹線で近くなった青森の魅力を感じていただくために、東北６県＆北海道新幹線のパ
ネル展を開催中の函館駅にて（公社）青森県観光連盟の皆様と青森の観光ガイドやご当地グッズ、
新幹線オリジナルグッズ、青森方面への旅行商品パンフレット等が入ったノベルティーを配布す
る観光ＰＲを実施します。
○日
時
○会
場
○配布部数

平成２９年３月２５日（土） 13:00～14:40
函館駅コンコース
500 部 ※無くなり次第終了となります。

（４）新函館北斗駅社員による開業１周年企画
新函館北斗駅では３月２６日で駅の開業１周年を迎えることから、日頃からご利用いただいて
いる感謝の気持ちを込めて、駅社員による開業１周年記念企画を実施します。
○実施日時
○場
所
○企画内容

平成２９年３月２５日（土）～平成２９年３月２７日（月）
新函館北斗駅構内
①「開業１周年記念 ぬり絵」の展示
お客様から募集したメッセージ入りの「北海道新幹線のぬり絵」を展示
・展示場所 新幹線改札内
・展示期間 平成２９年３月２６日（日）～４月１０日（月）
※「北海道新幹線 ぬり絵」は現在、新函館北斗駅で配布・募集中です。
（配布期間：３月２４日まで、募集期間：３月２５日まで）
②「北海道新幹線開業１周年記念 鉄道模型（Ｎゲージ）
」の運転
Ｈ５系はやぶさ号、Ｅ５系はやぶさ号などが走ります。
・展示場所 在来線連絡通路
・運転時間 平成２９年３月２５日（土） １０：００～１６：４０（計６回）
平成２９年３月２６日（日）
９：２０～１５：００（計５回）
※各回４０分間運転します。
★見学にお越しいただいたお子様へ「新函館北斗駅開業１周年記念シール」を
プレゼント！
③「北海道新幹線開業１周年記念写真パネル」の展示
青函トンネル開業から新幹線の開業までの歩みを写真パネルで展示します。
・展示場所 在来線改札内
・展示期間 現在展示中～４月１０日（月）まで

【プレス内容に関するお問い合わせ】
ＪＲ北海道函館支社販売グループ（土・日・祝日を除く９時～１７時）
電 話 （０１３８）２３－３３７６

