2016 年 2 月 19 日
ＪＲ東 日 本 秋 田 支 社

「由利本荘ひな街道」日帰りパック

発売中！

ＪＲ秋田支社では、由利本荘地域のおひな様巡りに便利な「由利本荘ひな街道」日帰りパックを発売中です。
きょうほう び な

こ き ん びな

け

し びな

旧藩制の時代に北前船にて武家、商家に伝わった、享保雛、古今雛、芥子雛をはじめとした魅力的なおひな様
をめぐる旅を街道に例えたのが「由利本荘ひな街道」です。「矢島ひなめぐりコース」、「亀田ひなめぐりコース」
の２コースがございますので、ぜひ歴史を感じる「由利本荘ひな街道」にお出かけください。
―――――――――――― セールスポイント ――――――――――――
●１５０年以上前から伝わる享保雛や、藩主ゆかりのおひな様が期間限定で公開中です。
●どちらのコースも期間限定、地域の食材を使った「ひな御膳」が付いています。

１ 商

品

名

「由利本荘ひな街道」日帰りパック

２ 出

発

日

２０１６年３月１２日（土）～３月２１日（月）

３ コース別 概 要

■矢島ひなめぐりコース
江戸時代の後半から酒造業を営んでいた旧家である大井家に１５０年以上前から伝わる、面長な顔と切れ長
こつがい

な目、能面に似た表情が特徴的な享保雛や、小番家に伝わる１８４８年に製作された、現代のおひな様の原
型ともいえる古今雛等をメインとした矢島地区をめぐるコースです。
（JR 普通列車）

（由利高原鉄道）

（徒歩）

各駅■□■□■□■□羽後本荘＋＋+++＋＋矢島…………日新館（昼食）
【矢島ひなめぐり】
（復路逆順）

・基本代金 秋田駅発着

大人 1 名さま ４，０００円（こども１名さま ３，０００円）

・期間中何回でも使える「矢島ひなめぐり券」付
・日新館にて期間限定「ひな御膳」をご用意

矢島ひなめぐり券

大井家のおひな様（大井家展示）

期間限定「ひな御膳」

小番家のおひな様（矢島郷土資料館展示）
※画像はすべてイメージです。

■亀田ひなめぐりコース
亀田藩岩城氏の城下町として栄えた岩城地区。城下に伝わる享保雛や押絵等のおひな様が多数展示され
あまさ ぎむら

や そ は ち

ている天鷺村、亀田城佐藤八十八美術館をめぐるコース。美術館に展示されている第６代藩主の娘が所有
していた加藤家のおひな様は必見です。
（JR 普通列車）

（送迎バス）

（徒歩）

各駅■□■□■□■□羽後亀田＋＋+++＋＋亀田城…………【亀田ひなめぐり】天鷺村（昼食）
（復路逆順）

・基本代金 秋田駅発着

大人 1 名さま ３，０００円（こども１名さま ２，６００円）

・「天鷺村・亀田城共通入場券」付
・天鷺村にて期間限定「ひな御膳」をご用意

「天鷺村・亀田城共通入場券」

加藤家のおひな様（亀田城展示）

期間限定「ひな御膳」

加藤家のおひな様（亀田城展示）
※画像はすべてイメージです。

４ 申し込み箇所
秋田県内のびゅうプラザでは出発日の４日前までに、びゅう予約センターでは出発日の５日前までに
お申し込みください。
５ その他
出発駅は秋田駅の他に横手駅、大曲駅、追分駅、八郎潟駅、鷹ノ巣駅、大館駅、能代駅の設定があります。
●詳しくは、専用チラシをご覧ください。

参考資料

由利本荘ひな街道とは
江戸時代の初め、現在の由利本荘市一帯は、最上氏５７万石の所領でしたが、元和８（1622）
年の最上氏改易に伴い、元和９（1623）年に六郷氏、岩城氏が入部して本荘藩、亀田藩が誕生し
ました。それから、しばらく後の寛永１７（1640）年に四国高松１７万石の藩主生駒高俊がお家騒
動（生駒騒動）の責を受け、矢島へ移されました。
本荘藩の古雪港と対岸の亀田藩の石脇港は、北前船が寄港する河口港として栄え、近くは酒
田、遠くは上方とも交易し、おひな様をはじめ、様々な物資と人が行き交っていました。
そのため、当時の武家、商家に伝えられた享保雛、古今雛、芥子雛などのおひな様が、今も数多
く残されています。
そんな歴史あるおひな様や、けっして古くはないけれど、その家で大切にされてきたおひな様な
ど、約１，０００体を資料館や美術館、各家々などで、『由利本荘ひな街道』の期間、展示・公開し
ます。
これらのおひな様の企画展示を行う岩城・大内・本荘・矢島の各資
料館を結ぶと直線距離にして約４５km のルートとなります。このルート
は矢島をさらに越えて山形に通じる街道でもあり、江戸時代の初め、
最上家の重臣・本城満茂が今の亀田城あたりに城を構えた頃から、山
形への連絡通路として重要な街道でした。
旧藩のおひな様を巡る旅を街道にたとえたのが『由利本荘ひな街道』
です。

２名様よりお申し込み
いただけます。

小番家のおひな様【矢島郷土資料館展示】（イメージ）

矢島ひなめぐりコース

加藤家のおひな様【亀田城展示】（イメージ）

○基本代金／秋田駅発着 おとな（こども）お一人様

４，０００円 （３，０００円）
おひなっこ列車

①行程
Ａ２２５０２２１１－０１（①行程）－０２（②行程）企４
１１：２５着
由利高原鉄道
販売店様へ
++++++++++++++++
徒歩 （昼食）
行
矢島ひなめぐり
八郎潟
追分
秋田
羽後本荘
矢島………日新館………
………矢島※
程
++++++++++++++++
１２：２８着
１１：４９発 由利高原鉄道
※復路 逆順
②行程
＜秋田駅発着以外の基本代金差額＞ ：追分駅 400（200）円増、八郎潟駅 800（400）円増、大曲駅 1,000（500）円増
おとなお一人様（ ）はこども代金
能代駅・横手駅 1,400（700）円増、鷹ノ巣駅 1,800（900）円増、大館駅 2,000（1,000）円増
※お渡しするバウチャー券を矢島駅（売店）にて「矢島ひなめぐり券」とお引換のうえ、ひなめぐりをお楽しみください。
※特急列車等をご利用の場合は別途特急券等が必要です。 ※添乗員は同行いたしません。（矢島駅から「町中ひなめぐり」は、徒歩になります。）
※矢島駅からお帰りの列車（由利高原鉄道及びＪＲ線）は、お好きな時間を選べます。
※情報は2016年２月１日現在のものです。記載された情報（列車名・時刻等）は変更となる場合があります。
能代

（東能代）

鷹ノ巣

大館

大曲

横手

１０：４６発

矢島地区・日新館で
期間限定
「ひな御膳」をご用意！

期間中、何回でも使える
「矢島ひなめぐり券」付！

（矢島駅から徒歩約4分）
料理の一例（イメージ）

亀田ひなめぐりコース
能代

行
程

（東能代）

八郎潟

鷹ノ巣

大館

追分

大曲

秋田

○基本代金／秋田駅発着 おとな（こども）お一人様

３，０００円 （２，６００円）

横手

Ａ２２５０２２１２－０１ 企４

★１送迎バス・・・１１：３５頃発→１１：４５頃着

送迎バス★1
徒歩
羽後亀田 ========= 亀田城……

亀田ひなめぐり
（亀田城・天鷺村）

（昼食） 送迎バス★2 ※
……天鷺村========羽後亀田

★２送迎バス・・・１５：３０頃発→１５：４０頃着

※復路 逆順

＜秋田駅発着以外の基本代金差額＞ ：追分駅 400（200）円増、八郎潟駅 600（300）円増、大曲駅 1,000（500）円増
おとなお一人様（ ）はこども代金
能代駅 1,200（600）円増、横手駅 1,400（700）円増、鷹ノ巣駅 1,600（800）円増、大館駅 2,000（1,000）円増
※お渡しするバウチャー券を亀田城または天鷺村受付にて「共通券」とお引換のうえ、ひなめぐりをお楽しみください。
※特急列車等をご利用の場合は別途特急券等が必要です。 ※添乗員は同行いたしません。
※羽後亀田駅16：58発の列車への乗車を希望される場合は、天鷺村受付へお申し出ください。
※情報は2016年２月１日現在のものです。記載された情報（列車名・時刻等）は変更となる場合があります。

天鷺村・亀田城を拝観できる
おトクな共通券付！

天鷺村で期間限定
「ひな御膳」をご用意！
料理の一例（イメージ）

※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。
販売店様へ

昼食の時間は、①行程は１１：４０から、②行程は１２：４０からおとりいただけます。

外観

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、お買物券代等、および消費税等諸税、およびサービス料が含まれており
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。）●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ご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。）●予約さ
れた指定席の変更は、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り扱いいたします。（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）●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、最寄り駅の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・指定席券は無
効となります。改めて乗車券等をお買求めください。●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、
予約された指定席券の変更はできません。●ご乗車される列車はお渡しする乗車券類に記載した通りとなります。★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利用料がかかる場合がございます。
特に記載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。）★取消及び変更について ●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約款に基づき取消料を
収受いたします。●お客さま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きまし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。●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り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、およびご親権者様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。●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２０１６年２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。

2016

個人情報の
取扱いについて

2

1

2016 2

1

(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、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込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きます。
(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、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最少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。

