平 成 23 年 8 月 31 日
東日本旅客鉄道株式会社

2011 年度秋季重点販売地域の取り組み
平成２３年１０月１日（土）～１２月３１日（土）の３ヶ月間、秋田県を当社の重点販売地域に指
定し、首都圏を中心に秋田の宣伝と創客の強化に取り組みます。
また、同期間に秋田県及び秋田県観光連盟が中心となって実施する大型観光キャンペーンとも連携し、
期間中のイベント列車の運転、駅からハイキングの開催、びゅうバスの運転をいたします。
さらに、キャンペーンに合わせた専用旅行商品の設定や、お得な割引きっぷを設定するなど、ＪＲ東
日本の各駅から「秋田の魅力」を発信していきます。
１

イベント列車の運転
（１）男鹿なまはげ号

（横手～秋田～男鹿）１日１往復

●運転日：１０月１日（土）
、２日（日）
（２）鳥海風っこ号

（秋田～象潟）１日１往復

●運転日：１０月８日（土）
、９日（日）
（３）森吉山麓紅葉号

（弘前～鷹ノ巣～・秋田内陸縦貫鉄道・～角館）１日１往復

●運転日：１０月８日（土）、９日（日）、１５（土）、１６（日）
２２日（土）
、２３（日）
（４）ぐるっと鳥海号

（秋田～横手～新庄～余目～酒田～秋田）１日１本

●運転日：１０月２２日（土）、２３日（日）
２

びゅうばすの運行
（１）紅葉の抱返り渓谷・田沢湖号

：１０月１日（土）～１１月５日（土）

（２）秋田酒蔵見学・男鹿なまはげ号：１１月７日（月）～１２月２５日（日）
３

駅からハイキングの設定
現地観光ガイドの案内による駅を中心としたハイキングイベント１６コースと期間設定２
コースを設定いたします。

４

びゅう商品の設定
首都圏発、東北各県発の「宿泊」「食」「日帰り」「イベント列車」等の旅行商品を設定
するほか、当社管内各エリアからの団体旅行商品も設定いたします。

５

秋田新幹線早期購入型割引きっぷ「お先にトクだ値」の発売
「えきねっと」の登録会員にご利用いただける早期購入型割引きっぷ「お先にトクだ値」
（乗車券つき）を設定します。利用期間中に、運賃・料金が半額になります。

６

秋田内陸線を経由する２種類の特別企画乗車券の設定

（１）秋田内陸線を経由し青森と角館・田沢湖を結ぶ「青森・田沢湖縦貫パス」
（２）秋田内陸線と県内のＪＲ線の一部を利用できる「秋田マタギの里パス」
７

宣伝展開
新幹線車載誌「トランヴェール」、「大人の休日倶楽部」会員誌、駅ポスターや車内吊
り広告など、各種宣伝ツールを活用し「秋田の魅力」を発信します。

《
１

具体的な内容

》

イベント列車
商品：各列車に合わせ首都圏及び秋田からの魅力ある旅行商品を設定いたします。

（１）男鹿なまはげ号 （横手～秋田～男鹿）１日１往復
●運転日：１０月１日（土）
、２日（日）
●車 両：クルージングトレイン（旧リゾートしらかみ青池編成）
●イベント：横手駅では新駅舎開業イベント、男鹿駅ではなまはげ太鼓の演奏や産直
市を開催
（２）鳥海風っこ号
（秋田～象潟）１日１往復
●運転日：１０月８日（土）
、９日（日）
●車 両：トロッコ列車「風っこ」
●イベント：停車駅での「おもてなし」を予定
（３）森吉山麓紅葉号 （弘前～鷹ノ巣～秋田内陸縦貫鉄道～角館）１日１往復
●運転日：１０月８日（土）、９日（日）
１５（土）、１６（日）２２日（土）
、２３（日）
●車 両：秋田内陸線車両
●イベント：秋田内陸線内での「おもてなし」や紅葉商品を設定
（４）ぐるっと鳥海号 （秋田～横手～新庄～余目～酒田～秋田）１日１本
●運転日：１０月２２日（土）、２３日（日）
●車 両：クルージングトレイン（旧リゾートしらかみ青池編成）
●イベント：横手駅前での歓迎イベントや市内観光、最上川の船下りを体験できる旅
行商品を設定
２ びゅうばす
商品：首都圏からのびゅう商品に組み込みＪＲ＋バス＋宿をセットした商品を発売いたします。
秋田の観光スポットを効率よくまわることができます。
（１）紅葉の抱返り渓谷・田沢湖号
田沢湖高原から抱返り渓谷、角館武家屋敷など趣のある紅葉をお楽しみいただくとと
もに、人気のスイーツ「山のはちみつ屋」にも立ち寄ります。
●運転日：１０月１日（土）～１１月５日（土）の毎日

田沢湖＝＝抱返り渓谷＝＝角館武家屋敷散策＝＝＝田沢湖（たつこ像）＝＝
＝＝山のはちみつ屋＝＝田沢湖駅＝＝田沢湖高原＝＝アルパこまくさ

（２）酒蔵見学と男鹿温泉郷・男鹿なまはげ号
酒どころ秋田の酒蔵と海洋写真家の中村征夫さん作品を展示したブルーホールの見学、
そして男鹿「なまはげ」の文化を堪能していただきます。
●運転日：１１月７日（月）～１２月２５日（日）毎日運行
秋田＝＝＝小玉醸造酒蔵見学・中村郁夫ブルーホール＝＝なまはげ立像＝＝＝
＝＝真山伝承館・なまはげ館＝＝男鹿温泉郷＝＝戸賀温泉

３

駅からハイキングの設定
現地観光ガイドの案内による駅を中心としたハイキングイベントを実施します。
（１）イベントコース 16 コース
① 10/1 男鹿駅 「渚百選の海岸をゆっくり・のんびり歩こう！」
② 10/8 象潟駅 「地元ガイドと行く象潟まち歩き」
③ 10/9 横手駅 「山と川のある城下町横手街なか歴史散策」
④ 10/9 大館駅 「ハチ公生誕 88 周年 秋田犬と歩いてきりたんぽまつり」
⑤ 10/10 十文字駅 「『増田の内蔵』まちなみ散策とりんご収穫体験」
⑥ 10/15 阿仁合駅 「鉱山で栄えた町の神社仏閣となめこ採り体験」
⑦ 10/16 角館駅 「みちのく小京都」
⑧ 10/23 前郷駅 「秋鮭捕りを見に紅葉の石沢峡を歩く」
⑨ 10/29 板柳駅 「りんごの里板柳・みのりの秋と歴史めぐり」
⑩ 11/3 大館駅 「ハチ公生誕 88 周年 秋田犬展覧会を見る」
⑪ 11/5 秋田駅 「鎮守の森と新川の渡船場跡を歩く」
⑫ 11/6 大曲駅 「名勝『池田氏庭園』と平安の歴史探訪コース」
⑬ 11/12 湯沢駅 「ゆざわ お城山自然ハイキング」
⑭ 11/13 下湯沢駅 「鹿島様と能恵姫伝説を聴く」
⑮ 12/4 弘前駅
「弘前城築城 400 年祭り・津軽の戦国時代をめぐる」
⑯ 12/10 八郎潟駅 「八郎湖畔の山城『浦城』跡の歴史と文化を訪ねる」
（２） 期間設定 ２コース
① 10 月～12 月 秋田駅「紀行家 菅江真澄の命名『旭川』ぶら歩き」
② 10 月～11 月 大館駅「ハチ公生誕 88 周年 忠犬ハチ公のふるさと秋田犬８ヶ所めぐり」

４

びゅう商品の設定

（１）首都圏商品
秋田の「食」の魅力、色彩豊かな「紅葉」、温もりの「温泉」を余すところなく組み込ん
だ旅行商品 3 種類を設定。また、イベント列車を組み込んだ「インターネット商品」も併せ
て発売いたします。
①総合パンフレット「秋田」３６ページ
びゅうばす商品、こまち蔵しっく号商品、各エリア商品設定
②「食」のパンフレット「美食（うまさ）だね！秋田」８ページ
秋田の魅力ある「食」を組み込んだ商品
③「秋田の日帰り」４ページ
田沢湖・角館・秋田を気軽にお楽しみいただける日帰り商品
（２）その他秋田県内等日帰り商品
秋田県内や津軽エリアの皆さまに、期間中のイベント列車や「びゅうバス」
、
「こまち
蔵しっく号」などを利用し、秋田の「食」や「紅葉」を楽しんでいただく商品を発売い
たします。

５

秋田新幹線早期購入型割引きっぷの発売

早め予約で半額に！秋田新幹線に「お先にトクだ値」の発売！
□■■ 「お先にトクだ値」の概要 ■■□
◇利用期間：２０１１年１０月１日（土）～１２月２２日（木）
◇発売期間：乗車日の１ヶ月前の午前１０時から６日前の午前１時４０分まで
（例）10 月 1 日乗車分の発売期間は 9 月 1 日午前 10 時から 9 月 25 日午前 1 時 40
分まで
◇割 引 率：運賃と料金（普通車指定席）の５０％割引
※座席数には限りがあります。列車によっては設定のない場合がございます。
◇対象列車・設定区間・発売額：
（通常期・大人の場合）

列車名

区間

東京～秋田
こまち
上野～秋田
大宮～秋田
※閑散期の設定もございます。

６

通常価格

お先にトクだ値の価格(おトク額)

16,810円
16,610円
16,080円

8,400円
8,300円
8,030円

(8,410円)
(8,310円)
(8,050円)

割引率
50%

特別企画乗車券の発売

キャンペーン期間中に合わせフリーエリア内のＪＲ線と秋田内陸縦貫鉄道線の普通・快速列車
が自由に乗り降りできるきっぷを発売します。

「青森・田沢湖縦貫パス」大人２，６００円

小人１，３００円

「秋田マタギの里パス」

小人１，５００円

（１） 発売期間
（２） 利用期間
（３） 有効期間
（４） 発売箇所

大人３，０００円

平成２３年９月２０日（火）～１２月３０日（金）
平成２３年１０月１日（土）～１２月３１日（土）
利用開始から連続した２日間
フリーエリア内のみどりの窓口、
びゅうプラザ、主な旅行会社

７

宣伝展開

秋田の魅力を首都圏をはじめとする多くの皆さまにお伝えするため、秋田県、秋田県観光連
盟と共同で様々な宣伝展開を実施します。
（１）新幹線車載誌「トランヴェール」特集記事、「大人の休日倶楽部」会員誌特集記事
（２）駅掲出用 ポスター（ＢＯ版，Ｂ１版）、車内吊り広告、のぼり旗、ミニのぼり旗
（３）びゅうプラザ掲出用 スイングＰＯＰ、パンフバックボード、各種ノベルティグッズ
【Ｂ０判駅貼りポスター】

【Ｂ１判駅貼りポスター】

