2017 年 ７ 月 21 日
ＪＲ東日本秋田支社

～青森県・函館観光キャンペーン開催中～

青森県・函館観光 CP マスコットキャラクターいくべぇ

秋田初登場！「リゾートやまどり」「Ｅ６５５系ハイグレード車両」と
青森県津軽エリアの夏まつりに便利な臨時列車を運転します
「青森県・函館観光キャンペーン」の特別企画として運転する「リゾートやまどり」と
「Ｅ６５５系ハイグレード車両（なごみ）」の団体型旅行商品を発売します。是非この機会
に、快適な列車の旅をお楽しみください。
また、
「青森ねぶた祭」と「五所川原立佞武多」が開催される青森県へのお出かけに便利
な、臨時列車も運転します。
――――――――――――【セールスポイント！】――――――――――――
・
「リゾートやまどり」はゆったり３列シートで１号車と６号車の先頭部に展望車がござい
ます。
・
「Ｅ６５５系ハイグレード車両」は全車グリーン車の３列シートです。上質な乗り心地で
快適な列車の旅をお楽しみいただけます。
・体験型ツアーやタクシープランなど、観光に便利なオプショナル商品を発売します。

１.特別企画のリゾート列車の団体旅行商品
（１） リゾートやまどり
■ 運 転 日 ９月２３日（土）
・２４（日）
■運転区間 秋田駅～弘前駅
■列車時刻 往路 秋田駅（ 7：21 発）～弘前駅（ 9：28 着）
復路 弘前駅（17：55 発）～秋田駅（20：21 着）

イメージ

※ 団体旅行商品のみの発売です。一般発売はございませんので、ご注意ください。

団体旅行商品
リゾートやまどりで行く 津軽日帰りの旅 （秋田駅発着 大人 1 名様 １５,０００円）
※ 詳細 別紙
おすすめスポット
【立佞武多の館】
立佞武多の祭りに出陣
する大型立佞武多を常時
観覧でき、館内には物産店
やレストラン、美術展示
ギャラリーなどもありま
す。

イメージ

【太宰治記念館「斜陽館」】
明治 40 年に建てられ
た、五所川原市にある小説
家・太宰治の生家です。国
の重要文化財建造物に指
定された木造の豪邸には、
太宰の愛用品などが展示
された資料展示室もあり
ます。

イメージ

【津軽藩ねぷた村】
弘前ねぷたの展示や、ね
ぷた囃子の生演奏があり、
一年中、弘前ねぷたを体験
することができます。ほか
にも金魚ねぷたの製作実
演コーナーやお土産品の
販売もしています。

イメージ

（２） Ｅ６５５系ハイグレード車両（なごみ）
■ 運 転 日 ９月３０日（土）
■運転区間 秋田駅～弘前駅
■列車時刻 往路 秋田駅（ 7：21 発）～弘前駅（ 9：30 着）
復路 弘前駅（17：55 発）～秋田駅（20：20 着）
イメージ

※ 団体旅行商品のみの発売です。一般発売はございませんので、ご注意ください。

団体旅行商品
ハイグレード車両で行く八甲田ホテルランチと青森県立美術館
日帰りの旅
（秋田発着 大人 1 名様 ３０,０００円）
・八甲田ホテルでの「スペシャルお肉コース」の昼食です。
※ 詳細 別紙

なごみ車内イメージ

おすすめスポット
【青森県立美術館】
青森県出身の芸術家についての展示が多く、県内美術の魅力を発
信しています。真っ白に統一された印象的な建物、常設展のほか企
画展やワークショップ、演奏会などのイベント開催も人気の理由
です。ミュージアムショップでは、美術関連の書籍やグッズの販売
も行っています。

【八甲田ロープウェー】
十和田・八幡平国立公園の北部に位置し、山頂公園駅を基点とし
た遊歩道は、ひょうたんの形をしているところから、八甲田ゴード
ラインと呼ばれています。整備された遊歩道なので、スニーカー
などで気軽に散策することができ、雄大な眺望や、高山植物などを
楽しめます。

イメージ

イメージ

【藤田記念庭園】

大正８年につくられた江戸風な景趣の庭園です。弘前市が市政施
行 100 周年記念事業として整備し、平成 3 年に開園しました。園
内には洋館、和館、老古館、茶室が建ち、建物の中を見学すること
ができます。洋館館内には、当時のままのステンドグラスや窓ガラ
スが残る、喫茶室もあります。

イメージ

※旅行商品は７月２１日１４：００から、秋田県内のびゅうプラザ及びびゅうプラザ弘前
駅、びゅう予約センターで発売開始となります。

２.夏まつりに便利な臨時列車
（１） ねぶたまつり号
■運 転 日 ８月４日（金）～６日（日）
■運転区間 秋田駅～青森駅
■列車時刻
「ねぶたまつり 1 号」秋田駅（13:15 発）～青森駅（16:31 着）
「ねぶたまつり 2 号」青森駅（22:27 発）～秋田駅（ 1:26 着）
【青森ねぶた祭】
重さ約４トンの大型ねぶた約 20 台が、街なかを練り歩きます。
迫力ある「ねぶた」と威勢の良い「はねと」の乱舞は、短い東北
の夏そのもの。日本を代表する火祭りです。

イメージ

イメージ

（２） 五所川原立佞武多号
■運 転 日 ８月４日（金）～８日（火）
■運転区間 弘前駅～五所川原駅
■列車時刻
「五所川原立佞武多２号」弘前駅（14：44 発）～五所川原駅（15：43 着）
「五所川原立佞武多４号」弘前駅（16：36 発）～五所川原駅（17：21 着）
「五所川原立佞武多１号」五所川原駅（20：44 発）～弘前駅（21：29 着）
「五所川原立佞武多３号」五所川原駅（21：20 発）～弘前駅（22：11 着）
【五所川原立佞武多】
７階建てビルに匹敵する高さの大型立佞武多が、市内を練り
歩く姿は圧巻です。ＪＲ五所川原駅から徒歩 5 分の「立佞武多
の館」では、立佞武多祭りに出陣する大型立佞武多を常時観覧
できるほか、立佞武多や津軽の民芸品の製作体験、お囃子体験
などのイベント、お土産品の販売もしています。
イメージ

≪新登場オプショナルプラン≫
施設見学やお囃子体験に加え、立佞武多の内側まで見学できる専属ガイド付き
「立佞武多の館丸裸ツアー」がおすすめです。
立佞武多の館丸裸ツアー
■ご利用期間 7 月 1 日～8 月 31 日の土曜日
■ツアー時間 13:30（所要時間 30 分）各日 1 回
■場
所 立佞武多の館
■料
金 おとな 2,000 円・こども 1,000 円
■内
容 ・立佞武多の内部＋立佞武多制作場所＋施設をガイド付きで見学
・お囃子体験
・お土産付き

（３） 田んぼアート号
■運 転 日 ７月 22 日（土）、９月９日（土）
■運転区間 秋田駅～弘前駅
■列車時刻 往路 秋田駅（ 7:19 発）～弘前駅（ 9:45 着）
復路 弘前駅（17:08 発）～秋田駅（19:31 着）
イメージ

【田んぼアート】
田んぼをキャンパスに見立てて、色の異なる稲を絵
具代わりにして巨大な絵を描きます。今年は田舎館村
役場近くにヤマタノオロチとスサノオノミコト、道の
駅いなかだて「弥生の里」近くには桃太郎の一場面が
描かれます。
イメージ

≪おすすめオプショナルプラン≫
田んぼアートを巡るタクシープラン
弘前駅を起点に２つの田んぼアート会場を効率よくめぐる事が出来るタクシープ
ランです。
■ご利用期間 ７月１日(土)～９月 30 日(土)
■ツアー時間 ①9:00 発②13:00 発(所要時間 2 時間)各日２回
■場
所 弘前駅城東口～第一田んぼアート～第二田んぼアート～弘前駅
■料
金 2,000 円/１名
弘前公園スマートグラスガイドツアー
弘前公園の景色を360度パノラマ画像でご覧いただき、弘前城の歴史紹介をスマー
トグラスで体験しながらアテンダントがご案内するスマートグラスツアーをスター
トしています。
■ご利用期間 ７月１日(土)～９月 30 日(土)
■ツアー時間 ①10:30～②14:00～(所要時間 70 分)各日２回
■場
所 弘前公園
■料
金 1,000 円/１名

イメージ

スマートグラス画像イメージ

※びゅう旅行商品のお求めは、お近くのびゅうプラザで
（本資料の画像はすべてイメージです）

