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北海道旅客鉄道株式会社 

日 本 航 空 株 式 会 社 

株 式 会 社 Ｊ Ｔ Ｂ 

 

～「ラベンダー」「はまなす」編成で北海道を「ひとめぐり」～ 

ＪＲ北海道・ＪＡＬ・ＪＴＢで連携して 

「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」を運転します！ 

 

昨年より、ＪＲ北海道では東急株式会社と連携して「THE ROYAL EXPRESS ～

HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」を運転し、北海道を鉄道で周遊する取り組みの各種ノウ

ハウを得ることができました。 

このたび、このノウハウを「ラベンダー」「はまなす」編成に活用して北海道を「ひとめ

ぐり」する周遊列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」を運転、日本航空及びＪＴＢと

連携した取り組みを展開し、北海道を列車で巡りたいというお客様のお気持ちにお応えす

ることとしましたので、概要をお知らせします。 

車内には「ＪＡＬふるさとアンバサダー」「ＪＡＬふるさと応援隊」が乗車し、ふるさと

めぐりのご案内を行います。 

また、ＪＴＢの企画力を通じて、自然、文化、歴史とのふれあいや人々の交流を創造し、

参加いただくお客様に感動と喜びを提供していきます。 

地域の皆さまからのご支援をいただいた「ラベンダー」「はまなす」編成の里帰りの気持

ちとともに、「ふるさとめぐり」の列車旅をお楽しみください。 

 

 
 

「ラベンダー」編成は、北海道が国と協調して行う「鉄道車両の快適性･利便性の向上を図

る観光列車等の導入への支援」を受け、北海道高速鉄道開発株式会社が車両を取得･保有し

当社に無償貸与されるとともに、北海道鉄道活性化協議会にご協力をいただく予定です。 
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１．「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」のコンセプト    

「ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道」 

〇「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」の知見を活かした、札幌

発道東方面の３泊４日の行程での運転を行います。 

 

ひとつの列車で・・・「ラベンダー」「はまなす」編成によるひとつの列車で、 

ひとめぐり ・・・沿線をひとめぐりするなかで、「北海道をふるさとにするひと」と 

めぐりあい、 

北海道  ・・・北の大地のふるさとへ、思いをめぐらせてみませんか。 

 

〇北海道というふるさとや鉄道でめぐる旅に愛着を持っていただきたいとの願いを込め、 

「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！」を掲げた愛称としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運転時期等    

〇2021 年 10 月に運転を開始し、４回の運転を予定しています。 

10 月１日（金）～４日（月） ３泊４日 

10 月９日（土）～12 日（火） ３泊４日 

10 月 15 日（金）～18 日（月） ３泊４日 

10 月 22 日（金）～25 日（月） ３泊４日 

  

旭川 
網走 

釧路 

３日目 

札幌 

１日目 

４日目 ２日目 

帯広 
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３．運転ルート等について    

〇「ひとめぐり」するルートは、ツアー内容に合わせた２つのパターンをご用意します。 

○ルート上の折々では、「北海道をふるさとにするひと」たる地域の皆さまのお力もお借り

して、「ひとめぐり」を盛り上げていきます。 

〇今後、具体的な取り組みについて地域の皆さまとご相談を進めていきます。 

 

 
※６月 29 日現在の計画で、変更になる場合があります。実際の乗車区間はツアー内容によります。  
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４．日本航空株式会社の取り組み    

⑴ＪＡＬふるさとアンバサダー・ＪＡＬふるさと応援隊が乗車します    

 「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」では、日本航空とタイアップした取

り組みとして、「ＪＡＬふるさとアンバサダー」が車内でのイベントをプロデュースしまし

た。JAL ふるさとアンバサダーが考案したオリジナルの車内アナウンスや鉄道・飛行機に

関するクイズ大会の開催、おもてなしレッスンの実施など、移動時間も皆さまにお楽しみ

いただけるよう、さまざまな企画をご用意しております。また、「ＪＡＬふるさとアンバサ

ダー」に加えて、「ＪＡＬふるさと応援隊」も乗車し、「ひとめぐり」のご案内を行います。 

 

【ＪＡＬふるさとアンバサダー・ＪＡＬふるさと応援隊について】 

・「ＪＡＬふるさとアンバサダー」は、地域活性化のために仕事をしたいという想いを強

く持つ、社内公募にて選ばれた客室乗務員から構成されています。自身の故郷やゆか

りのある地域に移住し、培ってきた知見を活かして、各地域の皆さまと、地域資源を

活用したコンテンツの創出や商品開発など地域課題の解決に対する企画のご提案など

を行います。 

・「ＪＡＬふるさと応援隊」は、全国各地域の活性化をきめ細やかに応援するため、社内

公募により選ばれた総勢 1,000 名の客室乗務員で構成されています。地域イベントへ

の参加や地域産品の企画・PR などを通じ、さらなる地域の魅力を発掘します。 

・「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」では、北海道を愛し、北海道に暮ら

す「ＪＡＬふるさとアンバサダー」をはじめ、「ＪＡＬふるさと応援隊」がお客様とと

もに「ひとめぐり」、列車が訪れる「ふるさとの魅力」をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAL ふるさとアンバサダー 
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⑵「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」でめぐるツアーの発売について    

 「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」の運転初日の 10 月１日発のコースは、株式会

社ジャルパックによるツアーとして販売します。 

 

■JAL×JR 北海道共同企画 

JAL ふるさとアンバサダーと貸切列車でめぐる「ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道」 

 

①JMB セレクション JAL グループ機内誌・会員誌 AGORA 7.8 月号掲載コース 

・応募期間：2021 年 6 月 25 日（金）14:00～7 月 18 日（日）18:00（日本時間）まで 

      ※応募・抽選販売方式 

・出発日：2021 年 9 月 30 日（木） 5 日間 

・出発地：東京・大阪・名古屋（中部） 

・発売箇所：WEB、電話、または JAL プラザ 

・ツアー価格：470,000 円～490,000 円（東京発着５日間２名 1 室利用 大人おひとり） 

・詳細・お申込みは下記 URL をご覧ください。 

URL https://www.jal.co.jp/domtour/hok/jmb/hokkaido_love/ 

 

②通常コース 

・発売日：2021 年 7 月 7 日（水）発売開始予定 

・出発日：2021 年 9 月 30 日（木）～10 月 2 日（土）  

     ※宿泊日数は出発日によって異なります。 

・出発地：東京・大阪・名古屋（中部）・札幌駅発着 など 

・発売箇所：WEB（札幌駅発着は電話受付） 

・ツアー価格（一例）：125,000 円～ 

（10 月 1 日発 札幌駅発着４日間通常コース ２名 1 室利用 大人おひとり） 

詳細・お申込みは下記 URL をご覧ください。 

URL https://www.jal.co.jp/domtour/hok/hokkaido_love/ (7 月 7 日オープン予定） 

【旅行企画・実施】 株式会社ジャルパック  

https://www.jal.co.jp/domtour/hok/jmb/hokkaido_love/
https://www.jal.co.jp/domtour/hok/hokkaido_love/
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５．株式会社 JTB の取り組み    

 10 月９日発、15 日発、22 日発の「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」は、JTB グ

ループ２社によるツアーとして発売します。 

 

【ツアー造成の背景と目的】 

〇このたびの新型コロナウイルスは人々の交流を奪い、人流を源とするツーリズムを事業

基盤としている観光サービス業は大きなダメージを受けています。特に観光サービス業

の組織・団体が多い北海道のダメージは甚大です。 

〇一方、ワクチン接種等により、しっかり感染対策を行いながら旅行できる「ウィズコロ

ナ」を見定め、その際に「JTB として JR 北海道の新型観光列車というインパクトのある

コンテンツで旅を企画販売し、北海道を盛り上げたい！」と検討していた折、JR 北海道

より「新型貸切観光列車×JAL ふるさとアンバサダー乗車（＝ひとめぐり号）」の運行計

画を紹介頂き、今回ツアーが実現しました。 

〇「（ツアーに参加される）お客様満足の追求」「（北海道内の）観光事業パートナー様との

共栄」の考えをベースに「（旅で北海道を元気にしたい）社会への貢献を実行する」こと

をツアー目的としています。 

 

【ツアー詳細】 

〇本列車運行のコンセプトである「ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道」を大切に、JAL

ふるさとアンバサダー・JAL ふるさと応援隊が列車に乗車する特別感に、JTB が企画力

にて自然、文化、歴史とのふれあいや人々の交流を創造し、参加いただくお客様に感動

と喜びを提供します。 

〇「どこよりも早い秋を一足先に先取り、五感で北海道鉄道旅を楽しんでいただけるツア

ー」をツアー骨子とし、JTB 及び JTB メディアリテーリングの JTB グループ２社にてツ

アー造成及び販売を行い、全国そして北海道内のお客様にもお申込みいただけるように

準備していきます。また、JTB メディアリテーリングにおいては「旅物語」ブランド 30

周年記念企画として皆様にこれまでのご愛顧に感謝するツアーとして催行する予定です。 
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タイトル 
「HOKKAIDO LOVE！ ひとめぐり号」で行く 

（トマム雲海テラスと）秋の北海道４日間・5 日間 

旅行期間 10/09～10/12 

10/14～10/18 

※列車運行は 

10/15～10/18 

10/21～10/25 

※列車運行は 

 10/22～10/25 

造成会社 
JTB、及び JTB メディアリテーリング 

※10/9～10/12 は２社共同、他は JTB メディアリテーリング単独 

商品ブランド 
JTB：エース JTB 

JTB メディアリテーリング:旅物語 

販売地区 

エース JTB：全国 

（道内含む） 

旅物語：中部発 

・関西発 

旅物語：中部発 

・関西発 
旅物語：首都圏発 

運行ルート パターンＢ パターン B パターン A 

宿泊地 トマム・ウトロ･層雲峡 トマム･ウトロ･層雲峡 阿寒･網走･富良野 

ご旅行代金 

（予定） 

 

※大人おひとり 

／4 名 1 室／ 

税込 

エース JTB: 

135,000 円～ 

（札幌駅発着） 

旅物語：7 月 5 日発表 

（大阪伊丹・中部 

国際空港発着） 

旅物語：7 月 5 日発表 

（大阪伊丹・中部 

国際空港発着） 

旅物語：7 月 5 日発表 

（羽田空港発着） 

販売開始日 

（予定） 

7 月 16 日（金） 

14：00 

7 月 16 日（金） 

14：00 

7 月 16 日（金） 

14：00 

販売方法 

エース JTB： 

JTB 各店舗・電話 

旅物語：電話･WEB 

旅物語：電話･WEB 旅物語：電話･WEB 

 

 


