平 成 ３０年 1 月 1７日
北海道旅客鉄道株式会社

JR 北海道・JR 四国共同企画
「青函トンネル＆瀬戸大橋線開業 30 周年記念キャンペーン」を実施します。
１９８８年３月１３日の青函トンネル開業、１９８８年４月１０日の瀬戸大橋線の開業により、北海道から
九州まで全国の鉄路が一本につながり、ともに今春開業３０周年を迎えます。また、昨年１２月には
「日本の２０世紀遺産２０選」に青函トンネル、瀬戸大橋が選ばれました。そこで、ＪＲ北海道とＪＲ四
国では、これまでご利用いただいた多くのお客様に感謝し、引き続き、多くのお客様に末永く青函トン
ネルと瀬戸大橋線をご利用いただけるよう、ＪＲ北海道・ＪＲ四国共同企画「青函トンネル＆瀬戸大
橋線開業３０周年記念キャンペーン」を実施します。
●キャンペーン期間

２０１８年３月１０日（土）～２０１９年４月１０日（水）

●JR 北海道・JR 四国共同企画 【別紙１】
青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念キャンペーン

オープニングイベントの実施

キャンペーンのオープニングにあわせ、セレモニーのほか、お出迎え・お見送りイベントを実施します。
青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念企画の開催
青函トンネルと瀬戸大橋線のパネル展、プレゼントキャンペーンを実施するほか、列車で日本列島を縦断する
旅行商品を主要旅行会社により計画します。

●JR 北海道企画 【別紙２】
青函トンネル開業３０周年記念特別企画の実施
青函トンネル通過証明書の限定プレゼントや、教育旅行おもてなしキャンペーン、北海道新幹線沿線地域向け
特別運賃の設定を実施します。
青函トンネル開業３０周年記念商品の設定
えきねっと会員限定のおトクなきっぷのほか、旅行商品の発売を予定しています。

JR 北海道・JR 四国共同企画

別紙１

青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念キャンペーン・オープニングイ
ベントの実施
■ キャンペーンオープニングセレモニー
青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念キャンペーンのオープニングセレモニーを実
施します。ＪＲ北海道、ＪＲ四国各社代表者の挨拶のほか、“北海道新幹線”新函館北斗駅長
と、“四国の玄関口”宇多津駅長によるはやぶさ２２号の出発合図を行います。また、キャンペ
ーンにあわせて企画されたキックオフツアー阪急交通社「青函トンネル＆瀬戸大橋線開業
３０周年記念 日本列島大縦断フルムーンの旅５日間（募集４０名）」の出発式を行います。
日

時 ２０１８年３月１０日（土）
はやぶさ２２号出発（１２：４４）に合わせて実施

場

所 新函館北斗駅

出 席 者

（出発合図イメージ）

ＪＲ北海道 鉄道事業本部営業部長 萩原 国彦
新函館北斗駅長 鳴海 正
ＪＲ四 国 取締役鉄道事業本部営業部長 藤本 聡
宇多津駅長 木村 仁則

「青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念
3 月 10 日(土)

札幌

Ｓ北斗 4 号

6：53
3 月 11 日(日） 東京

岡山

12：10

17：04
しおかぜ 15 号 今治（今治泊）
16：44

さくら 555 号

12：56

鹿児島中央 さくら 554 号
11：48

3 月 14 日(水)

12：44

岡山

14：19 14：35

今治 しおかぜ 12 号
9：57

3 月 13 日(火)

新函館北斗 はやぶさ 22 号 東京（都内泊）
10：22

ひかり 467 号

10：03
3 月 12 日(月)

日本列島大縦断フルムーンの旅５日間」

鹿児島中央(指宿泊)

16：11

新大阪 サンダーバード 31 号 金沢(市内泊)

15：48 16：16

18：54

金沢 はくたか 558 号 東京 はやぶさ 21 号 新函館北斗 Ｓ北斗 19 号 札幌
9：21

12：40

13：20

17：51

18：11

21：35

販売価格：お一人様 150,000 円(予定)、宿泊地はニューオータニ(東京)等を予定。
ツアー特典：今治駅、鹿児島中央駅にて駅員等によるお出迎えを予定。
参加者限定青函トンネル＆瀬戸大橋線通過証明書をプレゼント。
※上記内容は変更となる場合があります。

■ オープニングお出迎え・お見送りイベントの実施
キャンペーンのオープニングにあわせ、地域の皆様や地元観光関係団体の皆様とともに、函
館駅や北海道新幹線各駅や新青森駅へお越しになるお客様へのお出迎え・お見送りイベン
トを実施します。なお、このお出迎え・お見送りイベントは、同日より開催される「青函トンネル
開業３０周年記念キャンペーン」のオープニングイベントとしても実施されます。
日

時

２０１８年３月１０日（土）１０：００～１４：００頃

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

（お出迎えイメージ）

JR 北海道・JR 四国共同企画

別紙１

青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念企画の開催
■ 青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念パネル展の開催
青函トンネルと瀬戸大橋線の開業までの歩みや今日までの歴史を紹介するパネル展をＪＲ
北海道管内及びＪＲ四国管内の主要駅で順次実施します。
実施期間 （１）２０１８年３月１０日（土）～５月７日（月）
（２）２０１８年５月９日（水）～順次（※各会場３週間～1 ヶ月程度）
場

所

（１）新函館北斗駅・函館駅
（２）木古内駅・奥津軽いまべつ駅他（道内主要駅）

内

容

・青函トンネル歴史紹介
青函トンネル着工経緯、完成から現在までを、当時の写真や新聞記事などと
ともに紹介。
・列車紹介
「海峡」「スーパー白鳥」「北斗星」など過去に運転していた列車の紹介。
・連絡船紹介
かつて運航していた「青函連絡船」の紹介。
・フォトスポットの設置
青函トンネルにまつわるフォトスポットを設置。
・その他
青函トンネルにまつわる品々の展示や映像の放映、関連パンフレットの設置を
予定している他、青函トンネル工事をテーマにした高倉健さん主演の映画「海
峡」（配給：東宝）の紹介を予定。また、実際に建設に携わった方によるガイドも
実施予定（日時未定）。
※ＪＲ北海道管内で実施されるパネル展は、北海道１５０年事業パートナー事業としても実施
します。
※開催場所により実施期間、内容は異なります。詳細は決定次第お知らせします。
※ＪＲ四国では髙松駅・坂出駅にて瀬戸大橋線３０年を振り返るパネル展を実施予定です。
詳しくは、ＪＲ四国プレスリリースをご参照ください。

（パネル展イメージ）

JR 北海道・JR 四国共同企画

別紙１

■ 四国へ行こう＆北海道へ行こうキャンペーンの実施
青函トンネル＆瀬戸大橋線開業３０周年記念キャンペーン開催中、北海道から四国へ、四国
から北海道へ多くのお客様に足を運んでいただくため、対象商品をご購入いただいたお客
様へのプレゼントキャンペーンを実施します。
対象期間 ２０１８年３月１０日（土）～２０１９年４月１０日（水）
対象商品

「北海道フリーパス」（JR 北海道）

内

対象期間中に JR 四国管内で購入した「北海道フリーパス」を、JR 北海道管内

容

「四国フリーきっぷ」（JR 四国）

の対象箇所でご提示いただいたお客様に、青函トンネル開業３０周年を記念し
たオリジナル列車カードをプレゼントします。
また、対象期間中にＪＲ北海道管内で購入した「四国フリーきっぷ」をＪＲ四国管
内の対象箇所でご提示いただいたお客様に瀬戸大橋線開業３０周年を記念し
たオリジナル列車カードをプレゼントします。
※オリジナル列車カードは枚数限定となります。
詳細は決定次第お知らせします。

（オリジナル列車カードイメージ）

■ その他
青函トンネルと瀬戸大橋線を通過し、列車で日本列島を縦断する旅行商品を、主要旅行会
社にて発売予定です。

JR 北海道企画

別紙２

青函トンネル開業３０周年記念特別企画の実施
■ 青函トンネル通過証明書のプレゼント
青函トンネルの開業３０周年となる２０１８年３月１３日（火）限定で奥津軽いまべつ～木古内
間、北海道新幹線「はやぶさ」「はやて」号ご乗車の皆様に青函トンネル通過証明書をプレ
ゼントいたします。
実 施 日

２０１８年３月１３日（火）

対象列車 青函トンネルを通過する北海道新幹線「はやぶさ」「はやて」号全列車
（奥津軽いまべつ～木古内間にて実施）
※お一人様一枚限りのお渡しとなります。

■ 教育旅行おもてなしキャンペーン
北海道新幹線を利用する修学旅行生（中学生）に青函トンネルを解説したパンフレットと修
学旅行専用青函トンネル通過証明書をご希望によりプレゼントします。
実施期間 ２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）出発分
※取り扱い方法については、修学旅行をお取り扱いの各主要旅行会社さまへ別途ご連絡
いたします。
■ 北海道新幹線沿線地域向け特別運賃の設定
今年度に引き続き、北海道新幹線沿線自治体様、並びに教育施設様向けの北海道新幹
線特別運賃を設定します。
実施期間 ２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）の以下の期間を除く毎日
※４／１－５、４／２８－５／６、６／２１－７／３、７／２１－８／３１、９／３－１２、１１／２９－１２／１１、
１２／２５－１／１０、１／１７－２９、３／２１－３１は除く。

利用区間 新函館北斗・木古内～奥津軽いまべつ・新青森の各駅間利用（日帰り、往復
同一区間）
価格の一例（時期によって異なりますが通常料金の約７割引で設定）
新函館北斗～新青森 往復

大人 3,9１0 円 こども 1,930 円

木古内～新青森

大人 2,940 円 こども 1,460 円

往復

JR 北海道企画

別紙２

青函トンネル開業３０周年記念商品の設定
■ えきねっと会員限定のおトクなきっぷ「お先にトクだ値スペシャル」の発売
青函トンネル開業３０周年を記念して東北・北海道新幹線の仙台～新函館北斗間の運賃・
料金が期間限定で５０％割引となるえきねっと会員限定のおトクなきっぷを発売します。
設定期間 ２０１８年２月１７日（土）～２０１８年３月１６日（金）
発売期間 乗車日の 1 ヶ月前の午前１０時から２０日前の午前１時４０分まで
※JR 東日本のインターネット JR 券申込サービス「えきねっと」会員限定の、
インターネット申込限定、列車・席数・区間限定の割引きっぷです。
※詳しくは１月９日付けプレスリリース「東北・北海道新幹線『お先にトクだ値スペシャル』の設
定について」をご覧ください。

※ その他

個人型旅行商品の設定を予定しています。

