
 

 

 

2 0 1 9 年 8 月 2 3 日 

ＪＲ 東日本秋田支 社 

 

「秋の さく、さく、あきた」観光プロモーションの取組みについて 

 
１ 他の交通事業者と連携した取組み 

  日本航空株式会社、全日本空輸株式会社、東日本高速道路株式会社と連携して、秋田の魅力を発 

 信していきます。 

（1）各社ホームページを活用し、連携した情報発信 

（2）各社の強みを活かした空港・パーキングエリアでの情報発信、観光キャラバン等の開催 

 
２ 秋ならではの魅力の発信 

  ポスター、ＳＮＳ、首都圏観光キャラバンでＰＲしていきます。 

（1）旬を迎えた「食」 

収穫の秋は秋田の魅力があふれる季節。昨年ＰＲを強化した 

白神ネギ・のしろ牛に続く県北の新しい食材を紹介するほか、 

多彩な発酵食文化など、県内各地の「旬」を発信していきます。 

 《主な味覚》 

○ しょっつる鍋などの発酵食文化 

   麹を多用する味噌・醤油・漬物・日本酒などの発酵食文化を持つ 

秋田。日本酒などの他、魚に塩を加えて発酵させた魚醤「しょっ 

つる」を使用したしょっつる鍋など、多彩な発酵食が楽しめる。 

酒蔵見学など発酵文化に触れることもできます。 

○ 白神ラム 

白神ラムは、白神山地の麓、秋田県藤里町営放牧場で育てられた 

羊です。出荷頭数が限られており、地元だから食べられる大変 

   希少な羊肉です。町営放牧場で生まれ、一頭一頭大切に育てられた 

   羊だけが「白神ラム」として出荷されます。 

（2）色鮮やか「紅葉」 

標高の高い山では９月下旬頃から紅葉が始まり、県内各地で 11月 

上旬頃まで見事な紅葉が続きます。 

 《主な見どころ》 

○ 法体の滝（由利本荘市） 

   ３つの滝で構成され、全体の落差は 57.4m。滝の幅は約 3mから 

約 30mと末広がりになっている。日本の滝百選の一つ。 

秋田県の名勝に指定されています。 

   時期：10月中旬～11月上旬 法体の滝 

 

ＪＲ秋田支社は、秋の秋田ならではの魅力、「食」・「紅葉」・「温泉」の３本柱を中心にＰＲします。 

紅葉・温泉の魅力あふれる「県南エリア」、ユネスコ無形文化遺産登録で盛り上がる「男鹿エリア」とと

もに、昨年の「秋田県秋の大型観光キャンペーン」でＰＲした県北エリア・由利鳥海エリアも引き続き 

情報発信していきます。 

白神ラム 

 

しょっつる鍋 

 



 

秋の宮温泉郷 湯けむりの宿 稲住温泉 

※10月プレオープン予定 

男鹿半島観光遊覧船シーバード 

猿倉温泉 フォレスタ鳥海 

男鹿半島西海岸（大棧橋） 

○ 小安峡（湯沢市） 

   深いＶ字峡の底を皆瀬川が流れ、滝や急流を形作る小安峡。 

大小の滝とともに、黄や紅に紅葉した渓谷で、轟音と白い 

湯けむりを上げる大噴湯との美しいコントラストを 

お楽しみください。 

   時期：10月中旬～11月上旬 

 

（3）秋の景色と溶け込む「温泉」 

紅葉が進み肌寒い季節になると、断然、温泉が心地よい。 

山あいの温泉、海に近い温泉など様々な温泉をお楽しみください。 

 《主な温泉》 

○  猿倉温泉（由利本荘市） 

    雄大な鳥海山のふもとで、美肌としても知られている温泉。 

鳥海山麓探勝の基地としても最適です。 

○  秋の宮温泉郷（湯沢市） 

    元禄 15（1702）年に開湯された温泉は湯量が豊富。湯宿それ 

ぞれが異なる源泉を持っており、泉質・効能も様々です。 

 

 

３ 重点プロモーションエリア 

（1）県南エリア 

小安峡、秋の宮、抱き返り渓谷の紅葉のブランド力向上の取組みを行います。 

また、「いぶりがっこ」の本場であり、日本酒のほか田沢湖ビール・羽後麦酒など地ビールも 

豊富な県南エリアは、味噌・醤油の蔵などを活用し「発酵食文化」として発信していきます。 

横手市増田まんが美術館の他、秋の宮、泥湯の温泉旅館なども続々とリニューアルしており、 

新しい「県南」をプロモーションしていきます。 

 ○小安峡の紅葉シーズンは「こまちシャトル」が当日予約で乗車できます。 

  期間：10月 19日（土）、20日（日）、26日（土）、27日（日） 

  内容：小安峡の紅葉が見ごろになる 10月中～下旬に「こまちシャトル（小安線湯沢発）」が 

当日予約でご利用いただけます。（URL https://komachi-shuttle.com/） 

※小安線小安発は当日発車２時間前までにご予約ください。 

 ○「『秋田のんめもの弁当』大仙・横手・湯沢エリア編」を販売します。 

   10月から同エリアの食材・食文化を詰め込んだ駅弁を販売します。 

    ※詳細は決まり次第お知らせします。 

 

（2）男鹿エリア 

  ユネスコ無形文化遺産登録で盛り上がる男鹿エリアを「男鹿ぐるめマーケット」やサイクルイベ

ントの「秋田なべっこライド（仮称）」と連携したサイクルトレインの運行など、取組みの継続に

より何度も訪れたくなる観光地を目指します。西海岸エリアの観光遊覧船やカニなどの新たな素材

をＰＲし、さらなる活性化を図ります。 

  

小安峡 

 



 

４ 県内でのイベント関係 

（1）臨時列車の運行 

  期間中、秋田県内各地で開催される様々な催事に合わせて臨時列車を運転します。 

 ○ ＤＬおが・ＳＬおが 

   秋の観光プロモーションに合わせてＳＬが男鹿線を走ります。 

停車駅や車内でのおもてなしを企画しています。 

男鹿線では 47年ぶりのＳＬ運転となります。 

   運 転 日 10月 12日（土）、13日（日） 

   時 刻 「ＤＬおが」（先頭にＤＬ、最後部にＳＬが連結されます） 

秋田駅 9:00発 → 男鹿駅 10:47着 

「ＳＬおが」（先頭にＳＬ、最後部にＤＬが連結されます） 

男鹿駅 14:45発 → 秋田駅 16:17着 

   停 車 駅 土崎、追分、二田、船越、脇本 

    ※ＤＬとはディーゼル機関車の略称です 

 

  この他、全国まるごとうどんエキスポ（湯沢市）、第 47回 本場大館きりたんぽまつり（大館市）   

 に合わせた臨時列車を運行します。 

※10 月の臨時列車の詳細については、8 月 23 日発表の「秋の増発列車のお知らせ」をご確認く

ださい。 

 

５ 二次交通の整備・商品展開 

男鹿エリアを周遊するのに便利な「なまはげシャトルバス」や「男鹿定期観光バス」運転します。 

「びゅうばす」による周遊型のバスをオプショナルプランとして設定し、効率よく秋田の観光スポ

ットをお楽しみいただけます。手軽でおトクなタクシープラン「駅から観タクン」で人気の秋田犬

や小坂鉄道レールパークをめぐるプランを設定します。 

（1） なまはげシャトルバス 

男鹿駅から、なまはげ館や男鹿真山伝承館、男鹿水族館ＧＡＯ、男鹿温泉郷などの主要観光地

を結び、予約なしでもご乗車いただけるバスを運転しています。また、同バスをご利用のお客

さま向けに、周遊に便利な乗り放題運賃や乗車特典等をご用意しています。 

  運転日：～10月 27日（日）の土日祝日及び特定日 

      

  乗り放題券（バス運転日限定） 

      おとな（中学生以上） 3,500円 

こども（小学生）   1,500円 （各税込） ※未就学児無料 

有効期間：連続する２日間に限り有効 

    ※ 詳しくは「なまはげシャトル」ウェブサイトをご覧ください。 

（URL https://oganavi.com/namahage_shuttle/ ） 

   ●企画/男鹿の二次アクセス整備推進協議会●実施/秋田観光バス 

※画像はイメージです。 



 

（2）男鹿定期観光バス「360°の絶景！寒風山と伝説のなまはげ号」 

秋田駅周辺ホテル（ホテルメトロポリタン秋田、秋田キャッスルホテル）発着で小玉醸造や寒

風山のほか、なまはげ館や男鹿真山伝承館などの主要な観光地を結ぶ予約なしでもご乗車いた

だける定期観光バスを運転しています。また、同バスをご利用のお客さま向けの各観光施設の

乗車特典もあります。 

  運転日：～9月 29日（日）の土日祝日及び特定日 

ご利用代金：おとな（中学生以上） 4,000円 

こども（小学生）    2,000円 

（各税込）※未就学児無料 

   ※ 詳しくは「JRバス東北」ウェブサイトをご覧ください。 

   ※ 9/7・9/8は秋田キャッスルホテルに停車しません。 

（URL https://jrbustohoku.co.jp/ ） 

   ●運行会社/ジェイアールバス東北 

（3）周遊型バス 

① びゅうばす「紅葉『法体の滝』と鳥海山 木のおもちゃ美術館号」 

紅葉シーズンに人気スポットである「法体の滝」を見学。 

あわせて、2018年にオープンした木のぬくもり溢れる「鳥海山  

木のおもちゃ美術館」や、由利高原鉄道の「鳥海おもちゃ列車」 

が楽しめます。 

 運転日：10月 19日（土）～27日（日） ※除外日：10月 24日 

 

 

 

 

 

 

② びゅうばす「みちのくの小京都『角館武家屋敷』と紅葉『抱き返り渓谷』号」 

紅葉シーズンに運行し、抱き返り渓谷の水の青さと角館・田沢湖エリアの魅力を取り入れた

コース。地元の食のオススメを食べ歩きする「ちょい食べ歩き」が楽しめます。 

（くら吉：生もろこし、山のはちみつ屋：はちみつたっぷりカステラ） 

 運転日：10月 12日（土）～11月 10日（日）までの土日祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田駅＝＝羽後本荘駅＋＋(鳥海おもちゃ列車)＋＋矢島駅＝＝ 

＝＝＝フォレスタ鳥海(昼食)＝＝＝法体の滝＝＝＝ 

＝＝鳥海山 木のおもちゃ美術館＝＝＝＝＝＝秋田駅 

凡例 バス：＝＝ 鉄道：＋＋ 

田沢湖駅＝＝抱き返り渓谷＝＝＝角館武家屋敷（自由散策・自由昼食）＝＝＝＝ 

＝＝安藤醸造＝＝たつこ像（車窓）＝＝田沢湖レストハウス・田沢湖共栄パレス 

＝＝＝山のはちみつ屋＝＝＝＝田沢湖駅 

※びゅうばすはオススメする各地のグルメスポットや 

旬の見どころを効率よく周遊してくれる観光バスです。 

 詳しくは、びゅうパンフレットをご覧ください。 

 

 

 

鳥海おもちゃ列車 



 

（4）駅から観タクン 

① なまはげ伝説の地・男鹿西海岸探訪コース 

巨大なまはげ立像となまはげ伝説の 999段の階段がある五社堂のルートと男鹿半島最大級の洞窟

「カンカネ洞」のルートの２つからお好きな方を選択できます。 

 

 

 

 

 

② ワンダフル秋田犬と近代化産業遺産群めぐりコース 

忠犬ハチ公のふるさと大館駅から 3時間のタクシープラン。人気の秋田犬に会い、 

小坂鉄道レールパークや明治時代からの芝居小屋康楽館などを巡ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

大館駅＝＝＝＝＝＝秋田犬会館＝＝＝＝＝＝康楽館・小坂鉱山事務所＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝小坂鉄道レールパーク＝＝＝＝大館駅 

 ＝(五社堂ルート)＝門前＝＝＝五社堂＝＝ 

    ＝(ｶﾝｶﾈ洞ルート)＝カンカネ洞＝＝＝＝＝ 

 

※「駅から観タクン」は事前予約不要、駅からすぐに乗れて 

気軽に人気観光スポットを周遊できるタクシープランです。 

詳しくは専用パンフレットをご覧ください。 

ゴジラ岩＝＝＝男鹿駅 男鹿駅 



 

６ 駅からハイキングの設定 

  駅からハイキングは、季節に応じた地域の魅力がお楽しみいただける無料のウォーキングイベン

トです。秋田県の文化や歴史に触れながら、鮮やかに色づく秋の季節に是非お出かけください。 

設定期間内のお好きな日にご参加いただける「いつでもコース」と地元のガイドがご案内する単

日開催の「イベントコース」を設定します。 

・いつでもコース [14コース] 

・イベントコース [3コース] 
 

 

 

 

 

 

※10月以降のコースについては変更となる可能性があります。詳しい内容は 9月発行予定の 

「駅からハイキング」パンフレットでご確認ください。 

 

※秋田内陸縦貫鉄道と連携した 3コースを共同開催しております。 

 

  

期間 最寄駅 コース名 

開催中 

～ 9月 16日（金） 阿仁合駅 
【秋田内陸縦貫鉄道共同開催】産銅日本一を誇った阿仁鉱山～見どこ

ろ満載！夏色ハイキング～ 

～ 9月 30日（月） 土崎駅 北前船寄港地“土崎”を歩く 

～ 9月 30日（月） 角館駅 ぐるっと角館！歴史探訪 

～ 9月 30日（月） 男鹿駅 男鹿南磯しおかぜコース 

～ 9月 30日（月） 十文字駅 国の重要伝統的建造物群保存地区「増田」の町並みと内蔵めぐり 

～ 9月 30日（月） 能代駅 森林セラピーを感じるハイキング、能代めぐり 

～ 9月 29日（日） 大曲駅 夏の大仙 花火の伝統文化と歴史めぐり 

9月 3日（火） ～ 9月 29日（日） 鷹ノ巣駅 
令和から縄文へタイムスリップ 伊勢堂岱遺跡ユネスコ世界遺産登録

応援コース 

10月 1日（火） ～ 10月 31日（木） 十文字駅 国の重要伝統的建造物群保存地区「増田」の町並みと内蔵めぐり 

10月 1日（火） ～ 11月 10日（日） 大曲駅 秋の大仙 花火の伝統文化と歴史めぐり 

10月 1日（火） ～ 11月 30日（土） 角館駅 ぐるっと角館－紅葉と歴史散歩－ 

10月 1日（火） ～ 12月 22日（日） 能代駅 木都能代の古木・名木めぐり 

10月 2日（火） ～ 10月 31日（木） 阿仁前田駅 
【秋田内陸縦貫鉄道共同開催】美しい紅葉の里山の中、温泉駅から東

北最長のロックフィルダムを見に行こう 

10月 12日（土） ～ 11月 10日（日） 阿仁合駅 
【秋田内陸縦貫鉄道共同開催】産銅日本一を誇った阿仁鉱山～見どこ

ろ満載！紅葉ハイキング～ 

開催日 最寄駅 コース名 

9月 22日（日） 院内駅 忘れ去られた院内銀山を探索しましょう 

10月 19日（土） 上湯沢駅 石屋造り街道で神社・お寺巡り 

10月 26日（土） 院内駅 紅葉の法領館（院内城跡）から迫力ある院内石採石場跡へのハイキング 

※ 

※ 

※ 



 

７ びゅう旅行商品の設定 

色とりどりの美しい紅葉の「自然」、秋の味覚を楽しめる「食」の魅力、ぬくもりと癒し 

の「温泉」など、秋田の「秋」を余すところなく満喫いただける旅行商品を設定します。 

(1) 「北東北」パンフレット（首都圏・東北発） 

ＪＲ＋宿泊を基本に「びゅうばす」などの２次交通やオプショナルプランを設定しました。 

(2) 「リゾートしらかみの旅」パンフレット（首都圏発） 

   のってたのしい列車リゾートしらかみを利用した商品を多数掲載。多彩なオプショナルプラン

ンも魅力です。 

(3) 「白神山地トレッキング＆登山」パンフレット（首都圏版） 

白神山地が世界自然遺産に認定されてから 25 周年多種多様な動植物が命を育む「天然の博物

館・白神山地」で大自然の魅力を体感しましょう。 

(4) 「駅たびオプショナルブック東北・北海道」パンフレット 

現地オプショナルプランを集めたパンフレット。「びゅうばす」や「駅から観タクン」はもち

ろん、地元ならではの様々な体験・食事などのメニューが目白押しです。 

【主なびゅう商品パンフレット（イメージ）】 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＤＬおが・ＳＬおが運行に合わせて旅行商品を発売します！ 

◆ＤＬ＆ＳＬおが乗車 男鹿半島日帰りの旅 

１ 出発日：10月 12日（土）、10月 13日（日） 

２ 発売日： 8月 26日（月）14:00～ 

２ 概 要 

  秋田駅から「ＤＬおが」に乗車し、男鹿駅から貸切バスで 

「男鹿水族館ＧＡＯ」と「なまはげ館・真山伝承館」を巡ります。 

お帰りは「ＳＬおが」乗車で秋田駅まで向います。 

 

 

 

 

 

※パンフレットイメージは上期のものを掲出しております 

※本プレスの価格表示は 8月 23日現在のものです 


