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東北・北海道新幹線に乗って「旨い」を探しに！ 

共同プロモーション「ツガルカイセン -2023 春の陣-」の実施について 

～青森 VS 北海道 津軽海峡は旨いが正義だ！～ 

 

ＪＲ北海道とＪＲ東日本は、青森と北海道で漁獲される新鮮な海産物を題材とした宣伝を通して、春

の訪れを感じる青函エリアの魅力を伝えるため、2022年度に引き続き、今回で 3回目となる共同プロモ

ーション「ツガルカイセン」を実施します。今回の対決は青森のトゲクリガニと北海道のほっけ！この

時期にこそ味わいたい青函エリアならではの味覚をお楽しみください！ 

現地への旅行にはえきねっと会員限定の「お先にトクだ値（乗車券つき）」などのおトクなきっぷや

（株）ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する、ＪＲと宿泊がセットでおトクに予約できる

「ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパック」がオススメです。ぜひこの機会に、青函エリアの「旨

い」をご堪能ください。 

 

1 実施期間 

2023 年 4月 3日（月）～6月 30 日（金） 

 

2 対決カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 主な宣伝展開 

 （1）ポスター 

今回の対決カードである、トゲクリガニとほっけの対決をコミカル 

   に表現した、インパクトのあるポスターを北海道、東北、首都圏など 

の主なＪＲの駅で掲出します。 

思わずクスっと笑えるトゲクリガニとほっけの対決の様子をお楽し 

みください。 

 

北海道 ほっけ  ～ 1年を通して北海道民から愛される魚 ～ 

●北海道民から愛されるほっけ。定番の「ほっけの開き」はもちろん、 
煮付け、お刺身など一大産地らしい味覚を味わえる料理が魅力！ 
脂が乗り始める春に旬を迎えるほっけが参戦！ 

青森 トゲクリガニ  ～ 青森に春の訪れを告げるカニ ～ 

●ちょうど桜が見ごろを迎える頃、トゲクリガニの漁は最盛期を迎え 
ます。お花見に欠かせない食材として「花見ガニ」と呼び習わすト 
ゲクリガニが満を持して参戦！ 

【ポスタービジュアル（イメージ）】 



  

（2）特設サイト 

特設サイトでは、今回の対決カードであるトゲクリガニとほっけの現地ならではの食べ方を 

堪能できるお店の紹介や、春から初夏にかけてオススメのイベントや観光スポットなど様々な 

コンテンツを紹介します。 

【公開日】 

  2023 年 4月 3日（月）14時 

【特設サイト】 

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

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

 

 （3）プロモーション動画 

駅や列車内のデジタルサイネージ、特設サイト内で放映する 

15 秒のプロモーション動画では、今回の対決カードであるトゲ 

クリガニとほっけが火花を散らしている対決をテーマにした動 

画を公開します。 

 

4 特設サイトの主なコンテンツ 

●ツガルカイセンの旨いは地元漁師に聞け！  

トゲクリガニとほっけの魅力を 1本の動画にギュッと凝縮！期間限定インタビュー動画   

   海産物のことを知るには地元漁師に聞くのが一番！青函エリア 

  で漁を行っている地元漁業組合の漁師の方に青森のトゲクリガニ 

とみなみ北海道のほっけの魅力について突撃インタビュー！ 

漁師の方しか知らない豆知識やトゲクリガニ・ほっけの地元な 

  らではの食べ方や魅力を余すことなくお伝えします！ 

【公開期間】 

2023 年 4月 3日（月）～6月 30日（金） 

 

●青森のトゲクリガニとみなみ北海道のほっけが食べられるお店を紹介！ 

春から初夏にかけてオススメの観光スポットやイベントも盛りだくさん！！ 

   「トゲクリガニやほっけの産地だからこそ！」が味わえるお店を 

数店舗に渡ってそれぞれご紹介。その他にも、桜や新緑の季節に訪 

れたい観光スポットやイベント情報をエリアごとに紹介しています。 

旅先を決める際にぜひご活用ください。 

【掲載内容】 

   ・トゲクリガニとほっけを提供しているお店／各エリア 5店舗 

    ※入荷状況により提供できない場合があります。 

   ・イベント情報／各エリア 3 箇所 

   ・観光スポット／各エリア 3 箇所 

 

【プロモーション動画（イメージ）】 

【スペシャルムービー（イメージ）】 

【インタビュー動画（イメージ）】 

【観光スポット画像・紹介店舗（イメージ）】 

https://www.jrhokkaido.co.jp/tsugarukaisen/
https://www.jreast.co.jp/hokkaido/


5 「ツガルカイセン」の舞台「青函エリア」を訪れる際にオススメの商品 

 （1）えきねっと会員限定の新幹線 eチケットサービス「お先にトクだ値」でおトクな旅にいざ 

出陣！ 

えきねっと会員限定の商品で、お早めにご予約いただくことで運賃 

と料金が割引になる「お先にトクだ値（乗車券つき）」を利用して、 

おトクなご旅行をお楽しみください。 

【東北・北海道新幹線お先にトクだ値（乗車券つき）】 

利用期間：通年 

発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前 10時 00分から 13日前の午前 1時 50分まで 

        ※えきねっと事前受付により、発売開始日のさらに 1週間前（同曜日）の 14時 00分 

から乗車日 1ヶ月前の午前 9時 54分まで事前のお申込みができます。 

（実際の手配は乗車日 1ヶ月前の午前 10時 00分から行います。） 

   割引率：25～40％ 

主な設定区間・価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記以外の区間の設定もあります。 

※列車・席数・区間限定、インターネット予約限定の商品です。 

※発売額は「新幹線 eチケットサービス（基本）」（通常期）の運賃・料金より割引した金額となりま 

す。 

※こども価格の設定もあります。 

通常のきっぷと比べて、変更や払戻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/e-ticket/ 

 

 （2）ＪＲと宿をセットでおトクに予約するなら「ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパック」 

「ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパック」は、（株）ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セ 

ールスが販売する、ＪＲと宿がセットでおトクに予約が可能な WEB専用の旅行商品です。 

自分のスタイルに合わせた、自分だけのオリジナルな旅に出かけることができます。 

青函エリアを訪れる際は、「ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパック」をぜひご利用くだ 

さい。 

 

 

 

 

新函館北斗 ⇔ 新青森 

片道（通常料金） 7,520円が 

4,500円 

通常価格より 3,020円おトク 

 

仙台 ⇔ 新青森 

片道（通常料金） 11,220円が 

8,410円 
通常価格より 2,810円おトク 

 

東京 ⇔ 新青森 

片道（通常料金） 17,470円が 

13,090円 
通常価格より 4,380 円おトク 

https://www.eki-net.com/top/e-ticket/


～予約から旅行出発まではたったの 3STEP～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパック」は価格変動型の旅行商品です。 

 ＪＲ東日本びゅうダイナミックレールパックのご予約はこちらから https://www.jre-travel.com 

 

6 現地での周遊におトクで便利なきっぷ 

 （1）津軽フリーパス（デジタルフリーパス）（ＪＲ東日本） 

    弘前を中心としたフリーエリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席とバスが、2日間乗

り降り自由な津軽エリアの観光地めぐりに適したおトクなきっぷです。 

【発売期間・利用期間】 

発売期間／2024 年 3月 30 日（土）まで 

利用期間／2024 年 3月 31 日（日）まで 

【おねだん】 

大人：2,460円 小児：1,230円 

【発売箇所】 

「TOHOKU MaaS」専用 WEBサイト上でお求めください。 

 

 （2）あおもりホリデーパス・デジタル版あおもりホリデーパス（ＪＲ東日本） 

土・休日（他特定期間もあり）の 1日間、フリーエリア内の普通列車(快速を含む)の普通車 

自由席が乗り降り自由なきっぷです。 

【発売期間・利用期間】 

発売期間／通年設定 

利用期間／土曜・休日 

※4月 29日～5月 5日、7 月 20日～31日、 

8月 8日～31日、12月 23日～1月 7日は毎日利用可能。 

※8月 1日～7日は利用不可。 

【おねだん】 

大人：2,520円 小児：1,260円 

  ※紙のきっぷ・デジタル版同価格 

【発売箇所】 

紙のきっぷはフリーエリア内の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口、駅たびコンシェル 

ジュ及び主な旅行会社へ。（一部お取扱いしていない箇所もあります。） 

デジタル版は「TOHOKU MaaS」専用 WEBサイト上でお求めください。 

   
専用サイトから 
WEBで予約 

乗車前までに指定席 

券売機で受取り 
ご旅行へ出発！ 

https://www.jre-travel.com/


 （3）はこだて旅するパスポート（ＪＲ北海道） 

     ＪＲと函館バスと函館市電、道南いさりび鉄道線が乗り放題で、みなみ北海道エリアの観光 

に便利なきっぷです。 

【発売期間】 

・1日間用／2024年 3月 31 日（日）まで 

・2日間用／2024年 3月 31 日（日）まで 

【利用期間】 

・1日間用／2024年 3月 31 日（日）まで 

・2日間用／2024年 4月 1日（月）まで 

【おねだん】 

・1日間用／大人：2,690円 小児：1,340 円 

    ・2日間用／大人：3,650円 小児：1,810円 

【発売箇所】 

函館駅、五稜郭駅、桔梗駅、七飯駅、大沼公園駅、森駅、八雲駅、長万部駅、新函館北斗駅、 

木古内駅、奥津軽いまべつ駅の指定席券売機またはみどりの窓口 

 

7 その他キャンペーン情報 

2023年度も青函エリアが熱い！ツガルカイセンの他にも様々な企画を実施中です。 

●津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」 

一般社団法人 Clan PEONY 津軽※とＪＲ東日本が連携して、津軽観光キャンペーン「ツガル ツナ 

  ガル」を開催します！期間中、各地の観光スポットにおいて、期間限定イベントや特別体験メニュ 

ーをご用意しています。 

※津軽圏域の 14市町村で構成する地域連携 DMO 

【実施期間】 

2023 年 4月 1日（土）～6月 30日（金） 

【主なコンテンツ】 

   ・「王林×AKITA RAIL TRIP」コラボ発信企画や Clan PEONY 津軽公式 SNS でのプレゼントキャン

ペーンなどの SNSプロモーション施策 

   ・「さくら」や「りんごの花」の開花にあわせた臨時列車の運行 

   ・ＪＲ北海道・ＪＲ東日本による共同企画（駅カード配布など） 

【特設サイト】 

津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」 - Time Trip TSUGARU 

https://www.trip-tsugaru.com/jrcp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フリーエリア】 

Ｊ    Ｒ：函館本線の森～函館間（渡島砂原経由を含む） 

 函館バス：函館市・北斗市・七飯町・鹿部町・ 

森町・木古内町の全線 

函館市電：全線  

道南いさりび鉄道：全線 

https://www.trip-tsugaru.com/jrcp/


●「青函トンネル」＆「瀬戸大橋線」開業 35周年記念キャンペーン 

      2023年は青函トンネルとＪＲ四国管内の瀬戸大橋線が開業 35 

周年を迎えるにあたり、ＪＲ北海道とＪＲ四国ではこれまでのご 

愛顧に感謝するとともに、これからも親しみを持ってご利用いた 

だけるよう、キャンペーンを開催中です。 

  【ＪＲ北海道の主な企画】 

   ・青函トンネルを走行していた列車が大集合！記念入場券セットの発売！ 

発売期間／2023 年 8月 31日（木）まで 

発売箇所／新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅 

発売金額／1セット：600円（こどもの設定はありません） 

 

 【記念入場券セット（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他にも様々な企画を実施中！「青函トンネル」＆「瀬戸大橋線」開業 35 周年記念キャンペーンに

ついて詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 青函トンネル開業 35周年特設サイト（https://www.jrhokkaido.co.jp/seikan35th/） 

 瀬戸大橋線開業 35周年特設サイト（https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html） 

 

※本プレス内に記載の内容は変更になる可能性がございます。使用している画像はイメージです。 

 

新函館北斗駅発売 木古内駅発売 奥津軽いまべつ駅発売 

【おもて面】 【おもて面】 【おもて面】 

【うら面】 【うら面】 【うら面】 

さらに！記念入場券セット 1セット購入につき駅カード１枚プレゼント！ 

https://www.jrhokkaido.co.jp/seikan35th/
https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html

