
       2014 年 10 月 17 日 

ＪＲ東日本秋田支社 

 

ローレル賞受賞式典開催のお知らせ!! 

 

ＪＲ東日本が所有するＥ６系車両が、全国の鉄道愛好者で組織する「鉄道友の会」より

2014 年度のローレル賞に選定されました。ＪＲ秋田支社では、これを記念し下記により受

賞記念式典を開催いたしますのでお知らせいたします。 

※「鉄道友の会」では毎年 1 回、前年に営業運転を開始した鉄道車両の中から特に優秀と

認めた車両に対し、ブルーリボン賞、ローレル賞を制定し表彰しています。 

 

１ 日 時 

 2014年 11月 8日（土）９時 43分頃から 10時 26分頃 

 

２ 場 所 

  ＪＲ秋田駅新幹線ホーム 

 

３ 出席者（主な出席予定者） 

 ・佐竹 敬久  秋田県知事 

・穂積 志   秋田市長 

・三浦 廣己  秋田商工会議所会頭 

・奥山 清行  ＫＥＮ ＯＫＵＹＡＭＡ ＤＥＳＩＧＮ代表 Ｅ６系デザイナー 

・須田 寛   鉄道友の会会長 

・小河原 誠  川崎重工業（株）執行役員 車両カンパニーバイスプレジデント 

・正井 健太郎 交通システム社 社長 

・田口 眞弘  東日本旅客鉄道（株）運輸車両部次長 

・白石 敏男  東日本旅客鉄道（株）執行役員 秋田支社長 

・佐藤 誠記  東日本旅客鉄道（株）秋田駅長 

 

４ 式次第 

・ 9時 43分頃 オープニング（なまはげ郷神楽） 

・ 9時 53分頃 開式 

・ 9時 54分頃 ご来賓祝辞 

・10時 06分頃 授与式 

・10時 12分頃 受賞者あいさつ 

・10時 17分頃 テープカット及びくす玉開披 

・10時 24分頃 なまはげ太鼓によるお見送り 

・10時 26分頃 「こまち謎解きの旅」臨時秋田新幹線出発 

        ※別紙をご覧ください 

 

 

 



こまちの車掌・運転士が企画！ 

専用臨時新幹線で行く「秋田新幹線こまち謎解きの旅」 
体験メニュー追加について 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品概要】 

１ 商品名 

専用臨時新幹線で行く「秋田新幹線こまち謎解きの旅」 

２ 出発日 

2014年 11月 8日（土） 日帰り 

３ 募集人員 

２５０名様（最少催行人員２００名様） 

４ 発売開始日 

秋田支社内のびゅうプラザで発売中 

５ 行程 

   往路  秋田駅 10:26頃発 〈専用臨時新幹線（普通席）〉盛岡駅 12:31頃着 

   復路  盛岡駅 14:58頃発 〈専用臨時新幹線（普通席）〉秋田駅 16:52頃着 

  ※往復の車内ならびに盛岡駅でイベントを予定しています。 

６ 旅行代金 

  秋田駅発着お一人様 おとな 8,000円（こども 4,500円） 

※詳しくは専用チラシをご覧ください。 

 ＪＲ秋田支社では、こまちの車掌・運転士が中心となり「秋田新幹線の秘密を探る」を

コンセプトにしたツアー「秋田新幹線こまち謎解きの旅」の参加者を募集中ですが、この

たび新たな体験メニューを追加しました。 

ツアー参加者のみのお楽しみ企画です。是非この機会にご家族でご旅行をお楽しみくだ

さい。 

――――――――――――   追加メニュー  ―――――――――――――― 

・車掌業務体験（車内放送体験） 

・盛岡駅在来線ホームで連結部分の開閉をご覧になれます。 

・新幹線トレインジャー（はやぶさ翔＆こまちマコ）が往路秋田駅から盛岡駅までご一緒します。 

 

 

 

 

 

（その他） 

・ツアーご参加記念に記念乗車証とオリジナルストラップをプレゼントします。 

 

 

 

別紙 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日        行       程             Ｃ22141103-00  

 

11/８ 
（土） 

〈専用臨時新幹線（普通席）〉 

秋田（10:26 頃発）■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■盛岡（12:31 頃着） 
 

※昼食は新幹線車内でお弁当（お茶付）となります。 

※盛岡駅にて車両の連結・分割作業の見学（抽選で８０名様）。※出発までお買物等をお楽しみください。 
      

 〈専用臨時新幹線（普通席）〉 

盛岡（14:58 頃発）■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■秋田（16:52 頃着）             

※専用臨時新幹線のため、発着時刻が変更となる場合があります。往復とも車内販売は乗車いたしません。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                    

                                       

 

                                                                      

                                  
 
 
 
 
 

 
 

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。この旅行条件は、

当チラシに記載されている旅行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.旅行の申し込み及び契約成立 

(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅

行代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(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り扱います。 

(3) 企画旅行約款は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(4) ビューカード又は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 

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 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

2.旅行代金のお支払い 

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。 

3.旅行代金に含まれるもの 

    旅行代金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。 

4.取消料 

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消され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 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目） 

（③～⑥を除く） 
旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

5.旅行代金の基準 

この旅行条件は 2014年 10月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2014年 10月 1日現在の有効な運賃・規則

を基準としています。 

6.詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

  個人情報の 

取扱について 

(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊
機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャ
ンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへの連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

 
この旅行契約に関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の総合（国内）旅行業務取扱管理者
におたずねください。旅行契約に係る業務を行う営業所名、所在地及び総合（国内）旅行業務取扱管理者
の氏名は、別にお渡しする詳細旅行条件書にてご確認ください。 

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 
（このチラシは、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になります。） 

◆◆ごご出出発発日日    平平成成 2266 年年１１１１月月８８日日((土土))    日日帰帰りり  

◆◆募募集集人人員員  ２２５５００名名様様  ((最最少少催催行行人人員員 220000 名名様様))    ◆◆食食事事  昼昼１１回回 

◆◆旅旅行行代代金金  秋秋田田駅駅発発着着８８ ,,００００００円円（（４４ ,,55００００円円））大人（こども）お一人様 

  
            
                                             
                                                                                   
                                                               
                                   

 

◆  

◆  

車内での車掌体験 

・車内補充券発行 

・改札ｽﾀﾝﾊﾟｰでの車内改札 

・車内放送案内（追加） 

ツアーご参加記念に 

記念乗車証とオリジナル

ストラップ付き！（追加） 

盛岡駅まで「新幹線ト

レインジャー」がご一

緒します。（追加） 

 

 

車内でのイベント 

・新幹線に関したクイズ大会 

・乗車記念ﾊﾟﾈﾙを使った撮影会 

ホームでのイベント 

・盛岡駅在来線ホームでの記念撮影 

・「こまち＆はやぶさ」連結・分割作

業の見学（抽選で８０名様限定） 

・連結部の開閉動作見学（追加） 

ホームでのイベント 

秋田駅で「鉄道友の会ローレル賞」 

の受賞式典が行われます。 

乗車の列車が見送られます。 


