
２０１７年 ４月 ２０日 

ＪＲ東日本秋田支社 

 

秋田県春の大型観光キャンペーン「さく、さく、あきた」開催中です！ 

渋滞ナシの列車旅へＧＯ！ 各地の観光に便利な臨時列車を運転！ 
 

現在、秋田県春の大型観光キャンペーン「さく、さく、あきた」が開催中です。 

いよいよ、「大曲の花火～春の章～」が４月 25 日から開催され、各地でも、さくら祭りや

イベントなど、キャンペーン期間中の催事が本格的に始まります。 

ＪＲ秋田支社では、各地のイベントにあわせて臨時列車を運行します。弘前や北上の桜の

花見など、県外へのご旅行も含めて、ゴールデンウィーク中のおでかけには渋滞知らずのＪ

Ｒをぜひご利用ください。 

――――――――――――――――― ポイント ――――――――――――― 

● 「大曲の花火 ～春の章～」、各地の桜のお花見、「北東北＆北海道グルメフェスタ・肉の博

覧会」、「増田の内蔵」の探索など、ゴールデンウィークのお出かけには、時間が確実なＪＲ

の列車をぜひご利用ください。 

● 弘前のお花見では、今回初めて、往路「弘前さくらまつり号」、復路「リゾートしらかみ６

号」を利用した商品を設定しました。  
 
■「大曲の花火〜春の章〜『世界の花火 日本の花火』」お帰りに便利な列車■ 

 
 
 
 
 
 
 

◆ 大曲駅から秋田方面（臨時の普通列車を増発します） 

(1) 運転日      ４月 25日（火）・27日（木）・28日（金）・29日（土） 

(2) 列車名      普通列車（途中、各駅に停車します） 

(3) 運転区間（時刻） 大曲駅（21：25発）～秋田駅（22：14着） 

◆ 大曲駅から盛岡方面（臨時のこまち号を増発します） 

(1) 運転日      ４月 25日（火）・27日（木）・28日（金）・29日（土） 

(2) 列車名      こまち 364号（全席指定席です） 

(3) 運転区間（時刻） 大曲駅（21：45発）、角館駅（21：55着）、 

田沢湖駅（22：18着）、雫石駅（22：49着）、盛岡駅（23：04着） 

 

※開催日時： 

４月 25日（火）午後７時〜７時 45分 ※約 7,000発 打上 

４月 27日（木）午後７時〜７時 45分 ※約 7,000発 打上 

４月 28日（金）午後７時〜７時 45分 ※約 7,000発 打上 

４月 29日（土）午後７時〜８時 20分 ※約 12,000発 打上 

※開催会場：秋田県大仙市雄物川河畔・大曲花火大橋下流河川敷（全国花火競技大会開催会場） 
 

 

大曲の花火〜春の章〜 

第 16回国際花火シンポジウムが開催されるのにあわ

せ、４月 25 日から、世界の国際色豊かな花火と日本の

技術の粋を集めた花火大会「大曲の花火 ～春の章～

『世界の花火 日本の花火』」が開催されます。 

写真はイメージです 



■弘前さくらまつりに便利な列車■ 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆特急「弘前さくらまつり号」 （指定席３両/自由席１両） 

・運転日 ４月 22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日） 

５月１日（月）～７日（日） 

・運転区間（時刻） 秋田（９：37発）～弘前（11：50着） 

弘前（15：55発）～秋田（18：13着） 

＊途中停車駅：八郎潟・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣・大館・碇ケ関・大鰐温泉 

＊乗車券の他に指定席特急券又は自由席特急券をお買い求めください。 

   

 

おすすめ旅行商品（個人型） 

○特急「弘前さくらまつり号」で行く日帰りの旅 

秋田発着 大人 6,200円（中学生 5,900円・こども 3,000円） 

往復の乗車券・特急券＋弘前城本丸・北の郭入場券付き 

※その他詳細は専用チラシをご覧ください。 

 

○特急「弘前さくらまつり号」＆快速「リゾートしらかみ６号」日帰りの旅 

秋田発着 大人 6,300円（中学生 6,000円・こども 3,100円） 

往復の乗車券＋特急券・指定席券＋弘前城本丸・北の郭入場券付き 

※その他詳細は専用チラシをご覧ください。 

 

◆快速「弘前夜桜観賞号」（全車指定席２両） 

・運転日      ４月 29日（土）、30日（日） 

・運転区間（時刻） 秋田（13：07発）～弘前（15：36着） 

弘前（20：33発）～秋田（23：01着） 

＊途中停車駅：土崎・追分・八郎潟・鹿渡・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣 

・早口・大館・碇ケ関・大鰐温泉 

＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。 

 

 

おすすめ旅行商品（個人型） 

快速「弘前夜桜観賞号」で行く日帰りの旅 

秋田発着 大人 4,500円（中学生 4,200円・こども 2,200円） 

往復の乗車券・指定席券＋弘前城本丸・北の郭入場券付き 

※その他詳細は専用チラシをご覧ください。 

弘前さくらまつり期間に合わせて臨時列車を運転します。日本のさくら名所 100 選に選ばれている

「弘前公園」は、ソメイヨシノ、シダレザクラ、八重桜など、約 50種 2,600本の桜が咲き誇ります。 

 

 

 

日帰りで夜桜見物が出来る臨時列車を運転します。 

弘前公園の桜は夕方からライトアップされ昼とは違った幻想的な風景を堪能できます。 

 

 

 

快速「弘前夜桜観賞号」 

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ（ｲﾒｰｼﾞ） 

特急「弘前さくらまつり号」 

Ｅ７５１系（イメージ） 

 

弘前さくらまつり 

華やかな桜が老松と見事なコントラストを描き、弘

前公園の中で美しく咲き競います。夜にはライトアッ

プされた桜がお城をめぐる濠の水面に浮かび、幻想的

な風情を醸し出し、その美しさは訪れる人々を魅了し

ます。ソメイヨシノを中心に、約 50種類 2600本の桜

が咲き誇ります。 
写真はイメージです 



                                               

                                                                                       快速「弘前夜桜観賞号」（指定席限定） 

                                               

                                                                                       

２名様よりお申し込み
いただけます。 

６，２００円 

○基本代金／秋田駅発着 おとな・中学生（こども）お一人様 

（３，０００円） 

＜秋田駅発着以外の基本代金差額＞おとなお一人様（ ）はこども代金 ※中学生は大人と同額 
湯沢駅 1,800（900）円増、横手・大曲駅 1,400（700）円増、八郎潟・森岳駅 600（300）円引、東能代・能代駅 1,600（800）円引 

※旅行代金は、基本代金に各種差額代金を加減した金額となります。※写真は全てイメージです。 

外観       

特急「弘前さくらまつり号」で行く 日帰りの旅 

行 程 

（イメージ）  

Ａ２２７０２００２－０１（おとな・こども）、 －０２（中学生）企当 

弘前公園散策 （ご自由にお過ごしください。） 

 ※入場引換券を弘前公園内券売所で入場券にお引換ください。 
弘前駅 弘前駅 

お客さま負担 お客さま負担 

快速「弘前夜桜観賞号」で行く 日帰りの旅 
○基本代金／秋田駅発着 おとな・中学生（こども）お一人様 

行 程 

20：33発 

弘前公園散策 （ご自由にお過ごしください。） 

 ※入場引換券を弘前公園内券売所で入場券にお引換ください。 
弘前駅 弘前駅 

お客さま負担 お客さま負担 

15：36着 

13：37発 13：56発 14：07発 13：48発 13：22発 13：15発 13：07発 

22：11着 21：59着 22：18着 22：29着 22：46着 22：52着 23：01着 

快速「弘前夜桜観賞号」（指定席限定） 

＜秋田駅発着以外の基本代金差額＞おとなお一人様（ ）はこども代金 ※中学生は大人と同額 
土崎駅 差額なし、追分駅 400（200）円引、八郎潟・鹿渡・森岳駅 600（300）円引、東能代駅 1,000（500）円引 

５，９００円 
おとな 中学生 こども 

４，５００円 （２，２００円） ４，２００円 
おとな 中学生 こども 

Ａ２２７０２００３－０１（おとな・こども） 、－０２（中学生）企当 

往復のＪＲ券 
往復利用列車限定 

弘前城有料区域 入場券 

※お申し込みは秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅及び、びゅう予約センターへお申し込みください。 ※桜の開花状況は天候によって変わりま
す。桜をご覧いただけない場合もございます。予めご了承ください。 ※湯沢、横手、大曲駅発着は秋田駅で途中下車いただけます。 

ＪＲ行程 ①一般 ②ダミー 販売店様へ 

販売店様へ 一般枠オープン前はダミー行程で予約し、オープン後に変更してください。 

特急「弘前さくらまつり号」 

9：37発 10：14発 10：24発 9：59発 11：50着 
秋田 八郎潟 森岳 東能代 弘前 大曲 横手 湯沢 

能代 

特急             
「弘前さくらまつり号」 

15：55発 17：30着 17：16着 17：45着 18：13着 

秋田 八郎潟 森岳 東能代 弘前 大曲 横手 湯沢 

能代 

※湯沢駅～秋田駅間は普通列車のご利用となります。 

秋田 八郎潟 森岳 東能代 追分 土崎 鹿渡 

追分 八郎潟 鹿渡 森岳 東能代 土崎 秋田 



   

2017 3 3 2017 1 1 

                                               

                                                                                       
行 程 

弘前公園散策 （ご自由にお過ごしください。） 

 ※入場引換券を弘前公園内券売所で入場券にお引換ください。 

お客さま負担 お客さま負担 

特急「弘前さくらまつり号」＆快速「リゾートしらかみ６号」日帰りの旅 

Ａ２２７０２００４－０１（おとな・こども） 、－０２（中学生）企当 

19：45着 19：51着 20：23着 20：50着 

八郎潟 秋田 
16：08発 

弘前 能代 東能代 大曲 横手 湯沢 

※湯沢駅～秋田駅間は普通列車のご利用となります。 9：37発 10：24発 9：59発 11：50着 

秋田 八郎潟 東能代 弘前 大曲 横手 湯沢 

能代 
特急「弘前さくらまつり号」 

○基本代金／秋田駅発着 おとな・中学生（こども）お一人様 

６，３００円 （３，１００円） ６，０００円 

おとな 中学生 こども 

＜秋田駅発着以外の基本代金差額＞おとなお一人様（ ）はこども代金 ※中学生は大人と同額
湯沢駅 1,800（900）円増、横手駅 1,400（700）円増、大曲駅 1,200（600）円増、        
八郎潟駅 600（300）円引、 東能代・能代駅 1,400（700）円引 販売店様へ ＪＲ行程（リゾートしらかみ６号のみ）①一般 ②ダミー 

快速「リゾートしらかみ６号」 

必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い

“びゅう［日帰りコース］”の旅行代金には、行程に明示された交通費、消費税等諸税、およびサービス料が含まれています。
★共通のご案内　●旅行代金は、代金表等に記載された基本代金に各種差額代金を加減した金額となります。●特に表記がない限り、おとな1名を含む2名様以上でお申し込みください（乳幼
児は人数に含まれません）。●最少催行人員2名（一部コースを除く）。●全コース個人旅行プランです。添乗員の同行はございません。ご旅行に必要なクーポン券類および最終行程表をお渡
しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。　★JR利用コースについて　●旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。●途中下車・途中
乗車はできません。ただし、券面上に途中下車駅が指定されている場合は、その駅に限り可能となります。●ご旅行中の行程は、グループ内同一となります（同一列車・同一設備のご利用と
なります）。●ご希望列車の指定席が満席のため自由席をご利用となる場合、差額の払い戻しはいたしません。●一部の区間が普通列車となる特急列車をご利用の場合、特急券の払い戻しは
いたしません。●予約された指定券の変更は、ご出発前1回に限り、お申し込み店で営業時間内のみお取扱いいたします（旅行開始後、お申し込み店以外、および営業時間外での変更はできま
せん）。ただし、一部店舗では、お取扱いできない場合がございます。●ご旅行開始前に取消・減員が発生した場合でお申し込み店に連絡できない場合は、最寄りのJR駅にて指定席の取消証
明を受けてください（証明がない場合は払い戻しができません）。●ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間についての払い戻しは一切できません（運休等による場合はこ
の限りではありません）。　★限定列車利用コースについて　●ご利用いただける列車に制限がございます。詳しくは各コースの行程表をご覧ください。●お客様の都合で指定された列車を
ご利用されない場合は、乗車券・特急券は無効となります。改めて乗車券・特急券をお買い求めください。●往復とも指定列車の座席が確保された場合のみ発売いたします。限定列車利用
コースは、予約された指定券の変更はできません。●ご乗車される列車名はお渡しする乗車券類に記載したとおりとなります。　★こども代金について　●こども代金は小学生（6歳以上12
歳以下）のお子様が対象となります。●6歳未満のお子様は施設が定める施設使用料がかかる場合がございます。特に表記がない限り現地にてお支払いください。なお、この場合、施設での食
事等の提供は原則としてございません。●幼児代金は募集型企画旅行には含まれません。　★料理・食事場所について　●料理内容、食事場所は、ご利用人数、時期により変更となる場合が
ございます（バイキングが定食に、定食がバイキングになる場合もございます）。●こども代金のお客様の食事は、施設により「こども用料理」となる場合がございます。　★平日・休日等
の記載について　●パンフレット内の「平日」「休日」「休前日」の表記は、「平日＝月曜日～金曜日」「休日＝日曜日・祝日および振替休日」「休前日＝土曜日、休日の前日」を原則とい
たします。ただし、休日であっても翌日も休日の場合は休前日の代金が適用となります。　★取消および変更について　●取消・変更が生じた場合はお申し込み店にご来店のうえ手続きを
行ってください。取消・変更のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。その場合当社が定める旅行業約款に基づき取消料等を収受いたします。●お客様のご都合による出発
日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても全体に対するお取消しとなり、取消料の対象となります。　★その他のご案内　●うれしいポイント類は旅行代金に
含まれます。ただし、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。また、こども代金が適用となるお客様は対象外となる場合がございます。●確定情報を記載する最終日程表につ
いては、当社より特に連絡がない場合は当パンフレット記載内容をもって替えさせていただきます。●行程に明示されていない観光施設等の送迎は当社の取扱いには含まれません。詳しくは
各観光施設等にお問い合わせください。●未成年者の方（20歳未満）の1人またはお友達同士での参加、および親権者以外の方とご同行される場合は、ご親権者様の同意をいただいてのお申
し込みとなりますので、同意書の提出をお願いいたします。●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる場合があります。詳細は「旅行条件
書」の「お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮、措置が必要となる可能性がある場合は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。●パンフレット内の列車時刻等運輸機
関の運行時刻、施設情報、観光情報等については、2017年3月1日現在のものとなります。ダイヤ改正等の事情により変更となる場合がございますので出発前にご確認ください。



■「角館の桜まつり」からゴールデンウィークの時期に「こまち号」を増発■ 
 

 

 

 

 

 

 

「こまち上り」    ○＝運転日 

列車名 
発着時刻 ※１ ４月 ５月 

秋田駅発 大曲駅発 角館駅着 29 30 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

こまち８号 ６：２４ ６：５７ ７：０６ ○    ○ ○   ○ 

こまち 46号 ７：３７ ８：０９ ８：１９ ○    ○ ○    

こまち 48号 ８：２５ ８：５８ ９：０８     ○    ○ 

こまち 50号 ９：３５ １０：０８ １０：２１ ○    ○  ○ ○ ○ 

こまち 52号 １０：３５ １１：０８ １１：１８       ○ ○ ○ 

こまち 54号 １１：３６ １２：１０ １２：１９       ○ ○ ○ 

こまち 56号 １２：３５ １３：１０ １３：２０  ○     ○ ○ ○ 

こまち 58号 １３：３７ １４：１４ １４：２３  ○     ○ ○ ○ 

こまち 60号 １４：３６ １５：１３ １５：２３  ○     ○ ○ ○ 

こまち 62号※２ １５：３３ １６：１０ １６：２０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

こまち 64号 １７：４０ １８：１９ １８：３４       ○ ○ ○ 

こまち 66号 １８：４０ １９：１２ １９：２２    ○   ○ ○ ○ 

※１ 記載の臨時列車は全て秋田駅→東京駅の運転です。 

※２  ４／３０、５／５～７は秋田駅１５：３４発、大曲駅１６：１７発、角館駅１６：２６着 

４／２９、５／３・４は大曲駅１６：１６発、角館駅１６：２５着 

５／２は大曲駅１６：１１発、角館駅１６：２１着 

「こまち下り」    ○＝運転日 

列車名 
発着時刻 ※１ ４月 ５月 

角館駅発 大曲駅着 秋田駅着 29 30 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

こまち 45号※２ ９：１８ ９：２８ １０：０２ ○ ○   ○ ○    

こまち 49号 １１：１９ １１：２９ １２：０３ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

こまち 51号 １３：０８ １３：１８ １３：５２ ○   ○ ○ ○    

こまち 15号 １３：５３ １４：０３ １４：４８ ○    ○ ○    

こまち 53号 １４：５８ １５：０８ １５：５０ ○    ○ ○    

こまち 55号 １５：５４ １６：０５ １６：５４ ○    ○ ○    

こまち 57号 １７：０１ １７：１１ １７：５１ ○   ○ ○ ○    

こまち 59号 １８：００ １８：１１ １８：５４     ○     

こまち 61号 １９：０２ １９：１３ １９：４９     ○     

こまち 63号 １９：４９ ２０：０３ ２０：３８     ○     

こまち 65号※３ ２０：４６ ２１：０２ ２１：３５    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

こまち 67号 ２２：０１ ２２：１２ ２２：４４    ○     ○ 

※１ 記載の臨時列車は全て東京駅→秋田駅の運転です。 

※２ ４／２９、５／３は秋田駅１０：０９着 

※３ ５／３は大曲駅２１：０３着、秋田駅２１：３６着 

５／４は秋田駅２１：３６着 

角館の桜まつり 

桧木内川堤のソメイヨシノや武家屋敷通りシダレザ

クラそれぞれが約 400 本咲き誇ります。桜の名所百選

にも選ばれており、町全体では約 1,500本もの桜が咲

きます。 
写真はイメージです 



■「北上展勝地さくらまつり」に便利な列車■ 

 
 
 
 
 
 

◆快速「平泉と北上さくら号」 （全車指定席２両） 

・運転日      ４月 22日（土）、23日（日） 

・運転区間（時刻） 秋田（７：20発）～平泉（10：58着） 

平泉（16：30発）～秋田（19：37着） 

＊途中停車駅：和田・羽後境・刈和野・大曲・横手・ほっとゆだ・北上 

＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。 

 

 

 

 

 

世界文化遺産「平泉」と、みちのく三大桜「北上展勝地」へ乗り換え無しで行ける臨時列車を運転

します。桜の名所「北上展勝地」は北上川沿岸にある公園で、ソメイヨシノ、ヤエザクラ、ベニヤ

マザクラなど約 1 万本の桜が植えられています。珊瑚橋から約２Ｋｍに及ぶソメイヨシノの桜並木

が壮観です。 

快速「平泉と北上さくら号」 

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ（ｲﾒｰｼﾞ） 

写真はイメージです 

北上展勝地さくらまつり 

北上川の上空を鮮やかな鯉のぼりが泳ぎ、遊覧船が運

航されるほか、満開の桜並木をノスタルジックな雰囲気

たっぷりの観光馬車が走ります。また夜には、美しくラ

イトアップされた桜並木が川面に映し出されます。 



■「北東北＆北海道グルメフェスタ」「肉の博覧会 inおおだて」に便利な列車■ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※ 各日とも大館駅から会場まで 10分～20分間隔で無料シャトルバスを運行しています。 

 
◆快速「北東北＆北海道グルメフェスタ号」（全車指定席２両） 

・運転日      ５月５日（金）～７日（日） 

 ・運転区間（時刻） 秋田（８：54発）～大館（10：34着） 

大館（16：05発）～秋田（17：55着） 

＊途中停車駅：土崎・追分・八郎潟・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣・早口 

＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。 

 

※大館駅では、「北東北＆北海道グルメフェスタ号」が大館駅へ到着するタイミングで、お客

さまへ地元の店舗のお菓子「ハチの足跡（チーズまんじゅう）」をプレゼントします。 

 

 

 

北東北＆北海道グルメフェスタ 
県内外の市町村ブースなど、たくさんのブースが出展

し、ドームにくるだけでちょっとした旅行気分を味わえ

るイベントです。 

 

肉の博覧会 inおおだて 
市の特産物である「比内地鶏」や県北部の食文化であ

る「馬肉」はもちろんのこと、新たなブランドとなった

「大館さくら豚」や「秋田牛」にも焦点を当てた肉食の

ための３日間です。 

写真はイメージです 

快速「北東北＆北海道グルメフェスタ号」 

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ（ｲﾒｰｼﾞ） 

≪トピックス≫ 

～秋田犬「飛鳥」と「あこ」が大館駅観光駅長になります～ 

 

大館駅では、地域の魅力の発信強化を目的に「秋田犬ふれあい隊」が育てる２匹の秋田犬「飛

鳥」と「あこ」に観光駅長を委嘱します。これら活動を通じて、地域と当社の連携を強化し、

大館市や周辺地域について観光を中心とした発展に努めてまいります。 

観光駅長は、主な活動として、大館駅のお客さまのお出迎えとお見送りや、当社にかかわる

イベント等に参加する予定です。 

大館駅でのお出迎えとお見送りは、５月６日から当分の間（秋まで）の毎週土・日曜日（祝

日を除く）の９時 45分～10 時 15分に実施いたします。「飛鳥」または「あこ」のいずれかが

対応します（犬の体調等の都合で別の秋田犬が対応する場合があります。）。 

なお、以下のとおり、観光駅長の委嘱状交付式を行います。 

(1) 日  時：４月 28日（金）14：30～ 

(2) 場  所：大館駅前ハチ公像前 

(3) 参 列 者：大館市長、大館市観光協会長、秋田犬保存会副会長、ＪＲ大館駅長 

(4) 内  容：大館市長挨拶、ＪＲ大館駅長挨拶、委嘱状交付、制帽等の貸与 



 

■「増田の町並みや内蔵見学」に便利な列車■ 

 
 
 
 
 

 
 
◆快速「増田の蔵号」（全車指定席２両） 

・運 転 日      ６月 17日（土） 

 ・運転区間（時刻） 秋田（９：33発）～十文字（11：00着） 

十文字（15：13発）～秋田（16：40着） 

＊途中停車駅：和田・羽後境・刈和野・大曲・横手 

＊乗車券のほかに指定席券をお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめ旅行商品（団体型） 

「増田の蔵号」で行く増田の蔵巡りと上畑温泉さわらびの旅 

秋田発着 大人 9,500円（こども 7,800円） 

 

 秋田  <増田の蔵号> 十文字＝<貸切バス>＝増田蔵巡り（現地ガイド付散策） 

＝<貸切バス >= 上畑温泉さわらび（昼食・入浴等） ＝＝<貸切バス >＝＝十文字駅  

<増田の蔵号> 秋田 

※予約開始日時 ２０１７年４月２０日（木）１４時００分 

※予約受付箇所 秋田県内のびゅうプラザ・びゅうプラザ弘前駅およびびゅう予約センター 

※その他詳細は専用チラシをご覧ください。 

増田の内蔵 

古くから物流の拠点として繁栄した町の中心部に、

商人が築いた町並みや内蔵が現存しています。主屋の

奥にある豪壮な内蔵は、昔日の面影を包み込むタイム

カプセルのような趣です。 

写真はイメージです 

快速「増田の蔵号」 

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ（ｲﾒｰｼﾞ） 

<参考>横手駅から「増田の内蔵」へのバスの乗り継ぎがより便利に！ 

(1) 横手駅から増田地区へ向かうバスが、横手駅東口から発車するようになりました。 

(2) 奥羽線とバスの接続時間を改善しました（下記一部抜粋）。 

○ 秋田から 

秋田発８：09→横手着９：20 バス横手駅東口発 ９：35→四ツ谷角（増田）着 10：08 

秋田発９：12→横手着 10：28 バス横手駅東口発 10：35→四ツ谷角（増田）着 11：08 

秋田発 11：48→横手着 13：08 バス横手駅東口発 13：18→四ツ谷角（増田）着 13：51 

秋田発 12：39→横手着 14：01 バス横手駅東口発 14：09→四ツ谷角（増田）着 14：42 

 ○ 増田から 

四ツ谷角（増田）発 11：08→バス横手駅東口着 11：38 横手発 11：47→秋田着 13：04 

四ツ谷角（増田）発 12：08→バス横手駅東口着 12：38 横手発 12：56→秋田着 14：11 

四ツ谷角（増田）発 14：48→バス横手駅東口着 15：18 横手発 15：48→秋田着 16：58 

四ツ谷角（増田）発 15：53→バス横手駅東口着 16：23 横手発 17：04→秋田着 18：11 

※路線バスの運行状況等は羽後交通㈱のホームページをご確認ください。 



(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金（お一人様につき）を添えてお申込みいただきます。お申

込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。

ご旅行条件（要旨）
　　お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください

　　  （このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。）

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。このご旅行条件

は、当パンフレットに記載されている条件のほか当社旅行業約款（(募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅

行条件書、最終日程表によります。

1．旅行のお申し込み及び契約成立

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際、ご予約の時点

では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内（当社の定めた期間内）にお

申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約がなかったものとし

て取扱います。

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお申込金を受理したときに成立するものとします。

(4) 当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びクーポン券の宅配を希望され

る場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載する通信契約の条件によります。

(5) お申込金（お一人様）
旅　行　代　金 お　申　込　金

　　　１万円未満 3,000円

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。

　　　１万円以上３万円未満 6,000円

　　　３万円以上６万円未満 12,000円

　　　６万円以上１０万円未満 20,000円

必ずお読みください
●表記日程については2017年4月1日現在のスケジュールです。列車ダイヤ改正に伴い旅行行程の変更が生じる場合があります。予めご了承ください。　●募集は定員となり次第締め切りとさせていただきます。

●掲載している写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。　●お客さまの乗車する駅が複数になるコースは、添乗員が途中駅から同行する場合があります。

　　　１０万円以上 旅行代金の20％

2．旅行代金のお支払い

企 マークのある 各コース

6．旅行代金の基準

この旅行条件は2017年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準とし

ています。

7．詳しい旅行条件は係員におたずねください。

　旅行開始日の

　前日から起算して

　さかのぼって

④旅行開始日の前日の解約

⑤旅行開始日当日の解約（⑥を除く）

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

①21日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては11日目）

②20日目にあたる日以前の解約（日帰りにあっては10日目）

  （③～⑥を除く）
③7日目にあたる日以前の解約（④～⑥を除く）

4．添乗員など

添乗員同行商品には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日

程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きま

す。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

取 消 料旅 行 契 約 の 解 除 日

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税を含んでいます。

なお、上記の経費はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

3．旅行代金に含まれるもの

5．取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消する場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、ご参加

のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

 

 

 

 

 
                                                            

    

 

    

                                                                                    

  

     
                   

                                                                               

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月/日                     行       程        〔食事；昼食１回付〕 Ｂ２２１７０００６－００ 

6/17 
（土） 

                                             

秋田駅  <増田の蔵号 > 十文字駅＝＝<貸切バス >＝＝増田蔵巡り（現地ガイド付散策）＝＝ 
9:33 発                     11:00 着                  11:10 頃着                          12:20 頃発 

 

＝＝<貸切バス >＝= 上畑温泉さわらび（昼食・入浴等） ＝＝＝<貸切バス >＝＝＝＝十文字駅  

       12:50 頃着                           14:20 頃発                  14：50 頃着   15：13 発 
                                         

<増田の蔵号> 秋田駅 
                        16：40頃着 

※この行程は最も新しい資料に基づいて作成されていますが､交通機関等の都合により発着時間に変更が生ずることがあります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                    

                                       

 

                                                                      

                                  
 
 
 
 
 

 
 

★★募募集集人人員員：：４４００名名様様（（最最少少催催行行人人員員２２５５名名様様））  ※画像はすべてイメージです 

★★ごご旅旅行行代代金金：：秋秋田田駅駅発発着着 ::大大人人（（ここどどもも））おお一一人人様様  

 

★★出出  発発  日日  

和和田田駅駅：：--３３0000（（--１１0000））円円、、羽羽後後境境・・刈刈和和野野駅駅：：--４４0000（（--３３0000））円円  

大大曲曲駅駅：：--８８0000（（--４４0000））円円、、横横手手駅駅：：--11,,１１0000（（--660000））円円  

 

★★駅駅間間差差額額大大人人（（ここどどもも））おお一一人人様様  

 

 


