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ＪＴＢグループ国内旅行キャンペーン『日本の旬

北海道』

実施期間：2017 年 10 月 1 日（日）～2018 年 3 月 31 日（土）
株式会社ジェイティービー（東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行）は、2017 年 10 月 1 日
から 2018 年 3 月 31 日まで、
『日本の旬 北海道』キャンペーンを展開します。
「日本の旬」は「日本の魅力再発見」をテーマに 1998 年より継続的に実施している JTB グルー
プの国内旅行活性化に向けた全社キャンペーンです。半期毎に対象方面を選定し、各地の「旬」の
ｆｆｆｆｆｒｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆ
魅力を掘りおこし「旅」を通じて、より多くの方に現地の魅力を感じていただくことで地域活性化
ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆ
に貢献します。
今回の全体キャッチフレーズは「感動劇場
HOKKAIDO」新発見。海と大地のたからもの。
秋と冬の道内各地の魅力（特に大地と海の味覚とイベ
ント）を活かし、新しく作るコンテンツや商品でお客
様に感動のシーンを提供します。またその商品の魅力
を紹介するオリジナル映像を制作しパンフレットから
見ることができる環境を作り、プロモーションとも連
動させ劇場感を演出していきます。特に道内各地で行
われる冬のイベントに JTB のオリジナルイベントを
連動させた「JTB 感動劇場」の開催や冬の体験コンテ
ンツの開発は閑散期の需要拡大を目的としています。

●主な商品ラインナップ
■個人旅行「エース JTB」 4 つのキーワードをテーマに JTB オリジナルのコンテンツを紹介
①紅葉＆大自然を楽しむ「北海道スタイル」紅葉コンテンツ多数設定
②味覚 毛がにと活貝を使った JTB オリジナル料理特集
③JTB オリジナルイベント「感動劇場 HOKKAIDO」の各地での開催
④冬あそび体験コンテンツの多数開発と冬のまるごと遊べる北海道専用商品を発表

■団体旅行「A ユニット JTB」
①秋の紅葉を楽しむ夕張ドキュメンタリープラン（地恵のたび・地域研修プログラム）
②地域魅力発見セミナー～トマム雲海テラス誕生と地域貢献～
③北海道遺産「豊平館」貸切プラン等のユニークベニュー
④早朝特別入場企画・タンチョウ大群飛来見学プラン
⑤航空自衛隊千歳基地見学プラン
⑥「感動劇場」と「冬のまるごと遊べる北海道」を団体旅行でも紹介
■訪日外国人向け旅行「サンライズツアー(12 月～3 月)」
①WINTER HOKKAIDO TOURS (英・繁体・タイ語)専用パンフレット作成（添乗員同行や
FIT 向け交通・食・体験プランの他、食事や冬のアクティビティ利用券「まるごと」クーポ
ン付き宿泊パッケージ等商品開発）
②Web サイト JAPANiCAN による特集ページ設定
③アジア圏を中心に海外旅行博や OTA での販促プロモーション実施
④JAPANiCAN クーポンキャンペーン（タイムセール実施など）
■るるぶトラベル
①見る・食べる・遊ぶをキーワードに専用サイトで特集プラン設定
②るるぶトラベルオリジナル特別プラン（さっぽろテレビ塔展望台入場券付・ホテルメイドの
パンお土産付）
●「日本の旬 北海道」専用サイト開設 ： http://www.jtb.co.jp/nihonnoshun/hokkaido/

【各商品の具体的な内容】

個人旅行「エース JTB」
１．紅葉＆大自然を同時に楽しむ楽しみ方を「北海道スタイル」と称し、JTB オリジナルプランや
これまでにない魅力あるプランをオプショナルプランで多数設定。
①JTB 専用スカイバスでめぐる知床峠の紅葉と錦秋の知床五湖をネイ
チャーガイド付きで散策【新登場・JTB オリジナルプラン】
②JTB 貸切屋形船でチュウルイ島等阿寒湖の人気スポットを巡る、阿寒
湖紅葉ハイライトクルーズ【新登場・JTB オリジナルプラン】
③層雲峡渓谷のハイライト区間（ほとんど下りで登りなし）をガイドと

大沼の絶景紅葉＆ランチクルーズ

走行する、絶景 JTB サイクリングプラン【新登場・JTB 開発プラン】
④黄金色に染まるハートの湖「豊似湖」ヘリコプター遊覧ツアー【JTB
オリジナルプラン】

知床五湖

⑤湖上テラス船から見る大沼の絶景紅葉＆ランチクルーズ【新登場】
⑥釧路川源流をガイドが同乗して進む、北の大地の森林黄葉カヌー
⑦定山渓・豊平川の絶景を進むカナディアンカヌープラン
⑧JR くしろ湿原ノロッコ号と JTB オリジナル海鮮丼付プラン【新登場】
定山渓カナディアンカヌー

２．北海道の海の味覚の代表「毛がに」を使い宿泊施設内での夕食や食事箇所で「JTB オリジナル
毛がに料理」を多数設定。またホッキ貝やつぶ貝等に代表される活貝とかきも JTB オリジナ
ルプランをご用意（宿泊施設以外はオプショナルプランとして設定）

①赤パンフレットマイプランで「毛がに料理の饗宴」企画実施
8 施設限定で、各施設の料理長が「毛がに」を使ったオリジ
ナル膳を設定、
各宿で特徴ある毛がに料理をそれぞれご用意。
その他、毛がに料理（かに料理）下記マークがついた宿で、
かに料理を大きくアピールして展開

②活毛がにを刺身で食べる「JTB オリジナル毛がに刺身膳」
、
毛がにをまるごと 1 尾使った「毛がに丼」
、花咲蟹をまるごと 1 尾使った「花咲蟹丼」
、活貝を
いけすから取ってその場で調理して食べる「活貝プラン」を JTB オリジナル料理として下記
店舗でご用意
小樽：北の漁場おたる運河店（毛がに刺身膳）
函館：函館ダイニング雅家（毛がに刺身膳・毛がに丼・活貝プラン）
札幌：北のグルメ亭（毛がに刺身膳・活貝プラン）
札幌：北の漁場札幌場外市場店（毛がに丼）
網走：五十集屋（毛がに刺身定食・毛がに丼・活貝プラン）
釧路：駒形家（毛がに刺身膳・花咲蟹丼）

毛がに刺身膳

毛がに丼

いけすイメージ

毛がに

③厚岸かき、海峡かき＋色々な魚貝類を、その場で焼いて食べられる店舗で、JTB オリジナル
メニューを設定して展開。
・厚岸味覚ターミナル・コンキリエ
・北斗フィッシャリー
厚岸味覚ターミナル・コンキリエ/炭火焼き

北斗フィッシャリー/蒸し貝

３．JTB オリジナルイベント「感動劇場」の開催
JTB 感動劇場とは、冬の北海道を彩る各地のイベントやイルミ
ネーションに JTB のオリジナル演出を加え、新たな感動のシーン
を提供する取組です（夜の観光充実への取組）
①函館山山頂展望台イベントホールでの、JTB オリジナル

クレモナホール

VR 映像観賞「函館市内空中散歩」『12 月の平日限定日』
②さっぽろテレビ塔スカイラウンジを貸切。大通り公園の夜景を
バックに JTB 専用プロジェクションマッピング上映
『2 月 5 日～12 日の 8 日間限定』

VR 映像観賞イメージ

③札幌藻岩山中腹駅専用会場で、JTB オリジナル VR 映像
観賞「札幌市内空中散歩」
『12 月末と雪まつり期間限定』
④知床流氷フェス会場内で JTB 専用テント設置、ネイチャー
トークと JTB オリジナル映像で「知床の夕べ」開催
『1 月 30 日～2 月 14 日の 15 日間』
知床流氷フェス会場内/スターシェイド

⑤阿寒アイヌシアターイコㇿにて、通常のアイヌ古式舞踊にアイヌ
歌手秋辺日出男氏の歌とトークを加えた「阿寒の夕べ」開催
『2 月 16 日～3 月 4 日の 17 日間』
⑥小樽駅旧駅長室見学と記念撮影、
復刻メニューのおもてなし、

秋辺日出男氏

駅長トークのイベント開催。
『12 月 22 日・23 日、2 月 7 日・8 日の 4 日間』

小樽駅旧駅長室

４．冬あそび・冬の体験コンテンツ多数開発し内容充実
北海道の冬ならではの冬あそびコンテンツの開発や釧路のたんちょうの観察、JR 冬の SL 湿原
号などを利用し商品化、流氷観光にプラス 1 メニューを充実させ、まるごと北海道専用パンフレ
ットで展開。
＜冬の開発コンテンツ一例＞
①スノーモービル＋かまくらジンギスカン食べ放題 ②手ぶらで氷上わかさぎ釣り ③雪上乗馬
④200m チューブ滑り＋犬ぞり＋歩くスキーのタクシーセットプラン ⑤然別湖アイスロッジ滞
在体験 ⑥プライベートガイドがご案内するたんちょう観察タクシープラン ⑦冬の SL 湿原号の
オリジナルプラン ⑧雪上バナナボートとスノーシュー等のセットプラン ⑨スキーウエア 1 日
1,000 円レンタルプラン ⑩てぶらでお手軽カーリングプラン等々

雪上乗馬

200m チューブ滑り

スノーモービル

かまくらジンギスカン

犬ぞり

団体旅行「A ユニット JTB」
秋の紅葉、冬のアクティビティ体験、かにや海鮮、ジンギスカン等多彩な食の提案はもちろ
ん、チームビルディング、地恵の旅、MICE でも新しいプランを多数開発しました。またエー
ス JTB で取り組む「感動劇場」や「冬のまるごと遊べる北海道」のコンテンツを一部、団体旅
行でも楽しめます。
①『地恵のたび』秋の紅葉を楽しむ夕張ドキュメンタリープラン
財政破綻以来、市民一同で復活を目指す町の知恵と工夫を学ぶと共に、
紅葉名所滝上公園等を巡る『日本の旬特別版』

石炭博物館

②地域魅力発見セミナー～トマム雲海テラス誕生と地域貢献～
山のテラスとして 12 年目、今では年間 10 万人以上が訪れる、超
人気スポット、雲海テラスが誕生するきっかけや、これまでの成長を
支える環境等を、トマムに滞在し、学びます。企業研修や自治体の

トマム・セミナーの様子

視察などにおすすめする JTB 日本の旬企画です。
③北海道の魅力を活かした多彩な施設での会議・イベント会場の提案
2016 年にリニューアルオープン、国の重要文化財指定の「豊平館」や

豊平館

函館では貸切船や函館山山頂絶景レストラン貸切プラン等も日本の旬
特別プランとしてご用意、北海道の食材でお出迎え。
函館山レストラン

④早朝特別入場企画・タンチョウ大群飛来見学プラン
阿寒国際ツルセンターグルスに 7：30 から JTB 団体予約で特別入場
8：00 からの給餌を目指してねぐらから飛来してくるタンチョウの
大群を目の前で見る感動のプランです。タンチョウの生態に関する

タンチョウ

詳細な説明もおすすめポイントです。
⑤航空自衛隊千歳基地見学プラン
基地の概況説明を受けた後は、F-15 や救難機等の航空機を見学
個人ではなかなか見ることのできない貴重な体験ができます。
航空自衛隊千歳基地

訪日外国人向け旅行「サンライズツアー(12 月～3 月)」
①添乗員・通訳案内士付ツアーを 4 コースご用意。
船上から又は歩いての流氷体験は、冬の北海道ならでは! 各地の冬祭り
や時期限定でしか見れないタンチョウ、雪上のペンギン散歩など動物も
見ごたえあり。大自然北海道の真っ白な雪原の景色は外国の方々にお楽
しみいただけることでしょう。
②バス+宿泊付の個人旅行パッケージを多数設定。
リピーター増に伴い FIT 化が進む北海道旅行。温泉+バス、スキー場+
往復バス、温泉+道東の観光地を巡るバスなど、二次交通付宿泊プランをご提案。

パンフレット表紙

③エース JTB「まるごとクーポン」付商品を日本の旬特別企画として訪日外国人旅行者向けへ併用。
札幌に滞在し、札幌から小樽など近郊から道南地区まで利用できるマルチクーポンが 1 人 15
枚付のプラン。食事や冬体験、乗り物や入場、ラインナップも豊富な約 80 メニューをご用意。
英語・繁体字のメニューブックも用意しました。
④オプショナルプランも多彩なメニューをご用意。
かにやビール、高級肉や和食を楽しめる食事プランから人気の流氷砕氷船おーろら号、ガリン
コ号を事前に予約可能。訪日外国人旅行者の地方誘客形成促進事業に寄与する「ひがし北海

道周遊バス」
「ひがし北海道 EXPRESS バス」等充実のバスプランラインナップです。
⑤訪日外国人向け WEB サイト

「JAPANiCAN」

JAPANiCAN クーポンキャンペーン（タイムセール実施）国内旅行宿泊が極端に減少する
11 月と 3 月に JAPANiCAN サイトで、料金半額等インパクトのあるタイムセールを展開予定。

インターネット販売「るるぶトラベル」
①見る・食べる・遊ぶをキーワードに専用サイトで特集プラン設定
【見る】紅葉・夜景・イルミネーション・雪と氷・自然の美。
【食べる】かに、ホテルメイドの
パン、北海道のお酒・旬の食カレンダー。
【遊ぶ】雪あそび、流氷とあそぶ。それぞれのテーマ
で素材と宿泊を絡め、8 月より展開中 http://rurubu.travel/theme/area/local17/17a0121/

②るるぶトラベルオリジナルプラン設定
さっぽろテレビ塔入場券付プランでは、ホワイトイルミネーションと雪まつり期間はプロジェ
クションマッピンングも無料で鑑賞できます。
〈報道関係の方からのお問い合わせ先〉 JTB 広報室 03-5796-5833
〈お客様からのお問い合わせ先〉
【個人向け旅行商品/エース JTB 商品】JTB 旅の予約センター（首都圏発）
：0570-023-489
※上記コールセンター他、全国の JTB 店舗、エース JTB 取扱店にてお取扱いしております。

【訪日旅行商品/サンライズツアー】JTB サンライズセンター：03-6743-1597

