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北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社

「北海道新幹線５周年キャンペーン」の実施について
－Twitter 始めます！@jrhokkaido_h5－
北海道新幹線（新函館北斗～新青森間）は 2021 年３月 26 日で開業５周年を迎えます。
開業以来多くのお客さまに北海道新幹線をご利用いただきましたことに感謝するとともに、2021 年４～９
月に開催の東北デスティネーションキャンペーンにつなげるため、ＪＲ北海道とＪＲ東日本は共同で「北海道
新幹線５周年キャンペーン」を 2020 年 12 月 1 日から実施します。
キャンペーン期間中はＪＲ北海道の初の試みとして、キャンペーンの Twitter 公式アカウント
「@jrhokkaido_h5」を開設し情報を発信するとともに、さまざまな企画を実施しますので、ぜひ北海道新幹線
で北海道・東北の旅にお出かけください。

【実施期間】
2020 年 12 月 1 日（火）～ 2021 年９月 30 日（木）※各企画の実施期間は異なります。
【北海道新幹線５周年ロゴ】
開業５周年を迎える「感謝・喜び」、観光業や地域の早期復活を願う「前進・応援」をイメージした、
「Ⅴ」を５周年のシンボルマークとして、各種プロモーションと連動していきます。

JR 北海道版

JR 東日本版

【トピックス】

宣伝プロモーションを実施します。
全８種類のポスターを合同で作成し、北海道、東北、首都圏で掲出する他、キャンペーン特設サイトを開設し、さまざま
な情報を発信していきます。

公式 Twitter「北海道新幹線５周年」を開設します。
北海道新幹線との思い出の写真を募集する他、「北海道新幹線大喜利」を開催します。ぜひ、ご参加ください。

北海道新幹線５周年記念動画を YouTube で公開します。
Twitter に投稿頂いた写真をつなぎあわせて、記念動画を制作し、YouTube にて公開します。

「祝！東北新幹線全線開業 10 周年×北海道新幹線開業５周年プレゼントキャンペーン」を実施します。
「新幹線 e チケット」を使って八戸駅～新函館北斗駅間の東北・北海道新幹線をご利用のお客さまから抽選で
北海道・青森の特産品などをプレゼントします。

観光型 MaaS「道南 MaaS」の実証実験を実施します。
道南を訪れていただいたお客さまに便利に道南エリアを周遊していただくための取り組みとして、
観光型 MaaS「道南 MaaS」の実証実験を実施します。

■宣伝プロモーション
開業５周年を迎える「感謝・喜び」、観光業や地域の早期復活を願う「前進・応援」
をイメージし、北海道新幹線開業５周年にかけて「Ⅴ」をシンボルマークとして各種
プロモーションを展開します。
（１）ポスター
北海道新幹線がつなぐ各地の人々にスポットをあて、旅情感を演出します。
北海道、東北、首都圏などにおいて約３か月毎に新しいポスターを追加制作し、
計８種類のポスターを順次展開していきます。
（JR 北海道版：４種類、JR 東日本版：４種類）

JR 北海道版イメージ

（２）キャンペーン特設サイト（12 月１日より公開予定）
ポスターのビジュアルをデザインした特設サイトを公開し、北海道新幹線キャンペーン
情報を発信します。
●JR 北海道：https://www.jrhokkaido.co.jp/5th/
●JR 東日本：https://www.jreast.co.jp/hokkaido/
（３）その他
各社の持つデジタルサイネージや会員誌などの媒体を活用し、広く告知します。

JR 東日本版イメージ

■「北海道新幹線５周年」キャンペーンの Twitter 公式アカウント（@jrhokkaido_h5）を開設
さまざまな情報を発信する他、公式アカウントを使ったプレゼントキャンペーンを実施します。
（１）さまざまな情報を発信！
・北海道新幹線の商品情報や沿線の観光情報などを発信します。
（２）「みんなで作ろう！北海道新幹線５周年記念ムービー」を開催！
●実施期間：2020 年 12 月 1 日（火）～2021 年２月 26 日（金）
①北海道新幹線との思い出の写真を投稿しよう！
・北海道新幹線と一緒に撮影した思い出の写真や、北海道新幹線に関連
する被写体と「Ⅴ」サインが映った写真などを募集します。
公式アカウントをフォローして、「#北海道新幹線でⅤ」をつけて投稿をする
だけで応募完了です。抽選で 20 名様に５周年オリジナルグッズをプレゼント
します。

北海道新幹線開業出発式の様子

②皆さまの思い出が５周年記念動画に！
・皆さまから Twitter で投稿頂いた写真をつなぎあわせ記念動画を作成します。作成した記念動画は YouTube
のキャンペーン公式チャンネルにて公開します。
※2021 年３月 26 日（金）公開（予定）
（３）北海道新幹線大喜利を実施！
●実施期間：2021 年３月１日（月）～2021 年８月 31 日（火）
・北海道新幹線に関連したお題をキャンペーンの Twitter 公式アカウント内及び特設サイト等で公開しますので、
公式アカウントをフォローして、「#北海道新幹線大喜利」をつけてユニークな投稿をするだけで応募完了です
（４回実施予定）。各回抽選で５名様に賞品をプレゼントします。
（４）５周年メッセージを発信！
・開業前から現在まで北海道新幹線にゆかりのある方からのメッセージを掲載します。

■祝！東北新幹線全線開業 10 周年×北海道新幹線開業５周年プレゼントキャンペーン
2010 年 12 月新青森駅～八戸駅間が開業し、東北新幹線が全線開業して今年で 10 周年を迎えます。
北海道新幹線５周年とともに日頃からの感謝の気持ちを込めて、抽選で合計 555 名に賞品が当たるプレゼント
キャンペーンを実施します。
（１）応募期間：2020 年 12 月１日（火）～2021 年２月 19 日（金）23：59 まで
対象期間：2020 年 12 月１日（火）～2021 年２月 19 日（金）乗車分
（２）応募条件：上記期間中に「新幹線 e チケット」を使って、八戸駅～新函館北斗駅の新幹線停車駅を
発駅あるいは着駅とする東北・北海道新幹線を利用
（３）応募方法：JR 東日本キャンペーン特設サイト内のプレゼント応募フォームからエントリー
https://www.jreast.co.jp/hokkaido/（12 月１日から受付開始）
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

（４）賞品内容

賞品一例（イメージ）

賞名

人数

賞品内容

北海道新幹線開業５周年賞

びゅう旅行商品（函館湯の川温泉商品ペア）

5組
10名様

北海道新幹線開業５周年 新函館北斗駅賞
#北海道新幹線でⅤ賞
東北新幹線全線開業10周年 新青森駅賞
東北新幹線全線開業10周年 七戸十和田駅賞

五島軒詰め合わせセット
北海道三大産地ラーメンセット
A-Factoryシードル10周年記念ラベル＆10周年記念キーホルダー
十和田野菜ピクルス・タルタルセット

30名様
30名様
100名様
100名様

東北新幹線全線開業10周年 八戸駅賞
はやぶさ賞

八戸ブイヤベーススープセット
はやぶさボックスティッシュカバー

100名様
190名様

北海道三大産地ラーメンセット
A-Factory シードル 10 周年記念ラベル
＆10 周年記念キーホルダー

※賞品は変更になる場合があります

はやぶさボックスティッシュカバー

■北海道・東北新幹線で旅に出よう！～商品ラインナップ～
北海道・東北新幹線利用のおトクな商品をご用意しております。
（１）えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」（50％割引）
①設定期間：2021 年３月 31 日（水）まで
②設定区間：新函館北斗⇔新青森・盛岡・仙台・大宮・上野・東京
※木古内・奥津軽いまべつ発着の設定など、その他の区間にも設定がございます。
※こども用の設定もございます。
※普通車指定席のみとなります。
場おは
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新幹線eチケット基本
（通常期）

お先にトクだ値スペシャル

新函館北斗⇔新青森

7,720円

7,520円

3,750円

新函館北斗⇔盛岡

13,440円

13,240円

6,610円

新函館北斗⇔仙台

17,950円

17,750円

8,870円

新函館北斗⇔東京

23,430円

23,230円

11,610円

※お先にトクだ値スペシャルのお値段は新幹線 e チケットのお値段からの 50％割引です。

新幹線の「お先にトクだ値スペシャル」(乗車券つき)は、「新幹線 e チケットサービス」専用商品で「列車・区間・席
数限定」のきっぷです。ご利用にはあらかじめ Kitaca・Suica などの IC カードの登録が必要です。なお、通常のきっぷ
と比べて、変更や払戻しなどのご利用条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。
えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/

（２）大人の休日倶楽部会員限定 大人の休日倶楽部パス
①第２回「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）（東日本）（北海道）」
利用期間：2020 年 11 月 26 日（木）～ 2020 年 12 月８日（火）
発売期間：2020 年 10 月 26 日（月）～ 2020 年 12 月３日（木） （東日本・北海道）（北海道）
2020 年 10 月 26 日（月）～ 2020 年 12 月４日（金） （東日本）

②第３回「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）（東日本）（北海道）」
利用期間：2021 年１月 14 日（木）～ 2021 年１月 26 日（火）
発売期間：2020 年 12 月 14 日（月）～ 2021 年１月 21 日（木） （東日本・北海道）（北海道）
2020 年 12 月 14 日（月）～ 2021 年１月 22 日（金） （東日本）
詳しくは https://jre-ot9.jp/ticket/clubpass_e.html
（３）旅行商品専用の団体臨時列車を運行
北海道新幹線５周年を記念して 2021 年３月下旬頃、首都圏発の旅行商品専用団体臨時列車の運行を予定し
ております。詳細は決定次第お知らせいたします。
（４）主な旅行商品
北海道新幹線を利用するおトクな旅行商品もご用意しています。
●北海道発

・お申込みは JR 北海道のツインクルプラザ（旅行センター）又はツインクルデスクにて承っております。
※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。
●首都圏発

・お申し込みはびゅうトラベルサービスのホームページをご覧ください。

■観光型 MaaS「道南 MaaS」の実証実験
道南を訪れていただいたお客さまに便利に道南エリアを周遊して
森
いただくため、観光スポット情報のご紹介や周遊に便利なデジタル
「江差・松前周遊
フリーパスの提供などを行う観光型 MaaS「道南 MaaS」の実証実験
フリーパス」
を実施します。
新函館北斗
なおこの実証実験は、JR 北海道が、JR 東日本の MaaS プラット
江差
フォーム「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」を活用して行う予定です。

五稜郭
函館

(１)サービス名称
「道南 MaaS」
(２)実証実験の概要
①実施期間
2021 年 4 月 1 日（木）～2021 年 9 月 30 日（木）

木古内
松前

「はこだて旅する
パスポート」

②実施エリア 道南エリア（渡島・檜山）
③主な提供サービス（予定）
・ おすすめ観光スポットの紹介
・ おすすめスポットまでの経路検索機能
・ デジタルフリーパスの発売（はこだて旅するパスポート、江差・松前周遊フリーパスを予定）
・ スマートフォンの画面提示による乗降および特典サービスの提供

※その他、サービスの詳細については、後日改めてお知らせいたします。
■その他
～北海道新幹線速度向上の取り組みについて～
年末年始期間は一部の北海道新幹線が青函トンネル内を時速 210 キロで運転し、最速３時間 55 分
で新函館北斗～東京を結びます。
詳しくは https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20201014_KO_speedup.pdf

