
2021年７月 14日 

 

「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」を使った 

ＪＡＬパック企画とＪＴＢ企画の比較 
 

 先般、６月 29日に日本航空㈱、㈱ＪＴＢと連携した「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」

の取り組みについてご紹介しましたが、ＪＡＬパック企画とＪＴＢ及びＪＴＢメディアリ

テーリング企画の違いをまとめました。 

 本州エリア発のツアーに加え、札幌駅発着のツアーもありますので、北海道にお住まい

の皆さまも、「ひとめぐり」の旅へご参加いただけます。 

 

１．「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」の運転概要    

 

○運転日 ： 10月に、札幌発３泊４日の行程で、道東方面へ４回運転します。 

Ａ日程 10月１日 （金）～ ４日（月） 「ラベンダー」編成 

Ｂ日程 10月９日 （土）～12日（火） 「はまなす」編成 

Ｃ日程 10月 15日（金）～18日（月） 「はまなす」編成 

Ｄ日程 10月 22日（金）～25日（月） 「はまなす」編成 

 

 

 

 

○運転ルート ： ツアー内容に合わせた２つのパターンをご用意しています。 

札幌発 10月１日、22日 札幌発 10月９日、15日 
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２．ＪＡＬパック企画について（Ａ日程利用）    
 

フライトクラスや宿・サービスを厳選した高価格プランと、お求めやすいスタンダード

プランを販売中です。 
 

■高価格プランのポイント 
 

〇 宿泊には、北海道ならではの悠々たる魅力を感じられるお宿にご案内します。 

  （札幌、阿寒、網走、富良野に宿泊、夕食４回付き） 

〇 列車内「ラベンダーラウンジ」、空港ラウンジをご利用いただけます。 

〇 東京（羽田空港）発ではフライトクラスに「ファーストクラス」を利用します。 

〇 新千歳空港からホテルまでは送迎ハイヤーを利用します。 

〇 初日はＪＲタワーホテル日航札幌にてウェルカムディナーを開催します。 

〇 車内での昼食は「ラベンダーラウンジ」にてツアー特製のお弁当をご提供します。 
 

ツアー概要 

ＪＡＬ×ＪＲ北海道 共同企画 

ＪＡＬふるさとアンバサダーと特別貸切列車でめぐる 

「ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道」５日間 

ＪＭＢセレクションコース 

宿泊地 

１泊目 ２泊目 ３泊目 ４泊目 

JRタワーホテル 

日航札幌 

<ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾂｲﾝ> 

あかん遊久の里 

鶴雅（別館） 

北天の丘 

あばしり湖 

鶴雅リゾート 

富良野リゾート 

オリカ 

旅行代金 
(大人１名) 

【２名１室利用】 ４７０，０００円 

出発日 東京・大阪・名古屋（中部）発 ９月 30日（木） ４泊５日 

※お申込みは専用Ｗｅｂサイトで７月 18日（日）18:00 まで応募受付 

https://www.jal.co.jp/domtour/hok/jmb/hokkaido_love/（応募・抽選販売形式） 

 

【ツアー行程とイメージ図】 

      

https://www.jal.co.jp/domtour/hok/jmb/hokkaido_love/
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■スタンダードプランのポイント 
 

〇 本州エリア発のコースを７コース、札幌発のコースを１コースご用意しています。 

〇 「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」全行程に乗車するプランに加え、 

２泊３日、１泊２日のショートコースもご用意しています。 

〇 知床、旭山動物園等の観光も交えたコースもあります。 

 

 
 

〇 各コースの行程等は以下のＷｅｂサイトでご紹介しています 

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

  

東京・大阪・名古屋発　※下記価格は東京発
【２～３名１室利用】大人１名　１３８，０００円
（夕食１回付）
宿泊：ﾎﾃﾙJALｼﾃｨ札幌中島公園または三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ札幌

釧路プリンスホテル
網走ロイヤルホテルまたは網走セントラルホテル
新富良野プリンスホテル

札幌発
【２～３名１室利用】大人１名　１２５，０００円


（夕食１回付）
宿泊：釧路プリンスホテル

網走ロイヤルホテルまたは網走セントラルホテル
新富良野プリンスホテル

東京発
【２～４名１室利用】大人１名　１２８，０００円
（夕食１回付）
宿泊：ﾎﾃﾙJALｼﾃｨ札幌中島公園または三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ札幌

釧路プリンスホテル
ホテル知床

東京発
【２～３名１室利用】大人１名　８６，０００円
（夕食無し）
宿泊：ﾎﾃﾙJALｼﾃｨ札幌中島公園または三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ札幌

釧路プリンスホテル

東京発
【２～３名１室利用】大人１名　　９８，０００円


（夕食１回付）
宿泊：網走ロイヤルホテルまたは網走セントラルホテル

新富良野プリンスホテル

東京発
【２～４名１室利用】大人１名　１１８，０００円
（夕食２回付）
宿泊：ホテル大雪 ONSEN&CANYON RESORT

新富良野プリンスホテル

東京発
【２～３名１室利用】大人１名　７８，０００円
（夕食無し）
宿泊：釧路プリンスホテル

東京発
【２～４名１室利用】大人１名　７８，０００円
（夕食無し）
宿泊：天然温泉 紫雲の湯 ラビスタ富良野ヒルズ

青文字　：　観光施設立寄り無し いずれも「HOKKAIDO　LOVE!　ひとめぐり号」A日程に乗車
緑文字　：　観光施設立寄り有り

「ひとめぐり号」の
全行程に乗車

「ひとめぐり号」前半と
知床観光がセット

ショートコース
（ひとめぐり号前半のみ）

ショートコース
（ひとめぐり号後半のみ）

旭山動物園観光と
｢ひとめぐり号｣後半がセット

お手軽プラン
（ひとめぐり号前半のみ）

お手軽プラン
（ひとめぐり号後半のみ）

「ひとめぐり号」の
全行程に乗車

１泊２日 10月１日発

10月３日発

本州発コース

９月30日発

２泊３日 ９月30日発

10月２日発

本州発コース

10月２日発

本州発コース

４泊５日 本州発コース ９月30日発

北海道発コース 10月1日発３泊４日

https://www.jal.co.jp/domtour/hok/hokkaido_love/
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３．ＪＴＢ企画について（Ｂ、Ｃ、Ｄ日程利用）    
 

札幌発の｢エースＪＴＢ｣と、本州エリア発の｢旅物語｣を販売します。７月 16日（金）

14:00 販売開始です。 
 

■札幌発プラン 旅行企画・実施 ＪＴＢ【エースＪＴＢ】（Ｂ日程利用） 
 

〇 札幌駅発着で、北海道内にお住まいの皆さまはもちろん集合場所までの移動は別途 

手配及び購入により全国の方も購入できます。 

〇 昼食には地元の食材を活かしたお弁当をお楽しみいただきます。 

〇 トマム雲海テラス、知床五湖、旭山動物園、黒岳ロープウェイ等の観光がセット。 
 

ツアー概要 

貸切列車 HOKKAIDO LOVE!ひとめぐり号で行く 

星野リゾート トマム 雲海テラスと秋の北海道４日間 

宿泊地 
星野リゾート トマム ザ･タワー、キキ知床 NATURAL RESORT、 

層雲閣グランドホテル（夕食３回付き） 

旅行代金 
(大人１名) 

【２名１室利用】 １５５，０００円 

出発日 札幌発 10 月９日（土） ３泊４日 

※お申込みはＪＴＢ各店舗・お電話で 

【デジタルパンフレット】https://ebook.jtb.co.jp/book/?2113121 

 

■本州発プラン 旅行企画・実施 ＪＴＢﾒﾃﾞｨｱﾘﾃｰﾘﾝｸﾞ【旅物語】（Ｂ、Ｃ、Ｄ日程利用） 
 

〇 富良野ロープウェー（東京発）、トマム雲海テラス、知床五湖、旭山動物園（関西

発・中部発）等の観光がセット。 
 

ツアー概要 

出発エリア 東京発（Ｄ日程） 関西発（Ｂ、Ｃ日程） 中部発（Ｂ、Ｃ日程） 

ツアー 

タイトル 

ＪＴＢ旅物語 

30周年特別企画 

貸切列車ひとめぐり号で行く 

秋の北海道５日間 

ＪＲ北海道×ＪＡＬ×ＪＴＢ 

旅物語特別企画 貸切列車

「HOKKAIDO LOVE!  

ひとめぐり号」で行く 

秋の北海道５日間 

ＪＲ北海道×ＪＡＬ×ＪＴＢ 

旅物語特別企画 貸切列車「HOKKAIDO 

LOVE! ひとめぐり号」で行く 

星野リゾート トマム 

「雲海テラス」と 

秋の北海道周遊 ５日間 

宿泊地 

ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ、阿寒の森

鶴雅ﾘｿﾞｰﾄ花ゆう香、ﾎﾃﾙ

網走湖荘、新富良野ﾌﾟﾘﾝｽ

ﾎﾃﾙ（夕食３回付き） 

ﾎﾃﾙ鹿の湯、星野ﾘｿﾞｰﾄ ﾄﾏﾑ

ｻﾞ･ﾀﾜｰ、知床第一ﾎﾃﾙ、層雲

峡朝陽亭またはﾎﾃﾙ大雪

（夕食４回付き） 

ﾎﾃﾙﾏｲｽﾃｲｽﾞ札幌ｱｽﾍﾟﾝ、星野ﾘｿﾞｰﾄ ﾄ

ﾏﾑ ｻﾞ･ﾀﾜｰ、知床第一ﾎﾃﾙ、層雲峡朝

陽亭（夕食３回付き） 

旅行代金 

(大人 1名) 
【2~3名 1室】180,000 円 【2~3名 1室】250,000 円 【2~3名 1室】220,000 円 

出発日 10月 21日 4泊 5 日 10月 8日、14日 4泊 5日 10月 8日、14日 4泊 5日 

※お申込みはお電話・Ｗｅｂで 

 東京発 https://mirai.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?GAMENID=kensakukekka_d&COURSENO=K11000 

関西発 https://www.mirai-o.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?GAMENID=kensakukekka_d&COURSENO=K12610 

中部発 https://www.jtb.co.jp/med/chubu/redirect/redirect.asp?cn=K12610 

https://ebook.jtb.co.jp/book/?2113121
https://mirai.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?GAMENID=kensakukekka_d&COURSENO=K11000
https://www.mirai-o.jtb.co.jp/rweb/kokunai/pages/CourseData.aspx?GAMENID=kensakukekka_d&COURSENO=K12610
https://www.jtb.co.jp/med/chubu/redirect/redirect.asp?cn=K12610

