2018 年 1 月 26 日
ＪＲ東日本秋田支社

２月の三連休や小正月行事はぜひＪＲで各地へお出かけください
２月の三連休（２月 10 日～12 日）や各地の小正月行事に合わせて、便利な特別企画乗車
券の発売、臨時列車の運転、駅でのイベントを予定しています。
渋滞知らずのＪＲで、ぜひ、おトクに楽しくお出かけしませんか。

・２月の三連休はおトクな「三連休東日本・函館パス」で出かけよう！【別紙１】
・秋田の小正月行事に合わせて臨時列車を運転します【別紙２】
・あきた光のファンタジー

バレンタインチョコっとコンサート開催のお知らせ 【別紙３】

【別紙１】

２月の三連休はおトクな「三連休東日本・函館パス」で出かけよう！

ＪＲ東日本秋田支社では、
「三連休東日本・函館パス」を発売中です。
平成 30 年２月 10 日（土）～２月 12 日（月）の三連休にご利用可能で、東日本エリ
アと函館エリアの普通列車普通車自由席が乗り放題です。別に特急券等をお買い求めい
ただければ新幹線や特急列車等もご利用いただけます。
三連休は「三連休東日本・函館パス」を使って、おトクな鉄道旅行はいかがですか？

■ 商品概要
１ きっぷの名称 「三連休東日本・函館パス」
２ ご利用期間と発売期間
⑴

ご利用期間
平成 30 年２月 10 日～２月 12 日（建国記念の日三連休）

⑵

発売期間
平成 30 年１月 10 日～２月９日

※

利用期間開始日の前日までの発売です。

３ おねだん
大人 14,050 円 小児 4,300 円
４ 発売箇所
ＪＲ秋田支社を含めたＪＲ東日本・ＪＲ北海道の主な駅の指定席券売機、みどりの
窓口、びゅうプラザ、ツインクルプラザおよび主な旅行会社で発売しています。
※

一部お取り扱いしていない箇所がございます。

「三連休東日本・函館パス」の詳細は駅頭のチラシや、
ＪＲ秋田支社ホームページをご覧ください。

【別紙２】

秋田の小正月行事に合わせて臨時列車を運転します
渋滞ナシの列車旅へ！
ＪＲ秋田支社では、県内各地で開催される小正月行事へのお出かけに便利な、臨時列車を
運転いたします。渋滞ナシの列車旅へ、ぜひ、お出かけください。
今年度は、はじめて「リゾートあすなろ編成」で、
「かまくらまつり号」と「リゾートなま
はげ号」を運転します。
※「リゾートあすなろ編成」は、
「リゾートしらかみ各編成」と同様にゆったりとした車内空
間が特徴です。

■大館アメッコ市
「アメッコ市の飴を食べると風邪をひかない」と言い伝えられる「大館アメッコ市」。通りにたくさんの
アメ売りの露店とピンクや黄色のアメを飾った大きな赤いミズキの木が街を彩ります。
※大館駅⇔会場にシャトルバスが運行されます。（片道１６０円、子供８０円）
※イベントの詳細については大館アメッコ市実行委員会へお問い合わせください。

快速「大館アメッコ市号」 （全車自由席２両）
「大館アメッコ市」へのお出かけに便利な臨時列車です。
・運 転 日
２月１０日（土）・１１日（日・祝）
・運転区間（時刻） 秋田（８：５４発）～大館（１０：３９着）
大館アメッコ市号：イメージ
・途中停車駅：土崎・追分・大久保・井川さくら・八郎潟・鹿渡・森岳・東能代・二ツ井・鷹ノ巣・早口
※乗車券のみでご乗車できます。
【個人型商品】

大館アメッコ市日帰りパック
○出発日：２月１０日(土）・ ２月１１日(日・祝）
往復のＪＲ乗車券＋枝アメ引換券
※詳しくは専用チラシをご覧ください。

秋田駅発着
○基本代金：おとな３,３００円・こども１,９００円
（普通列車・快速列車ご利用の場合）

■犬っこまつり
雪のお堂に犬っこを供え盗難魔除けを祈る民俗行事「犬っこまつり」。夕方には雪のお堂に
ろうそくが灯り、幻想的な銀世界が広がります。
※湯沢駅から主会場まで徒歩約２０分
※犬っこまつりの詳細については、湯沢市観光物産協会へお問い合わせください。

快速「犬っこまつり号」 （全車自由席２両）
湯沢の「犬っこまつり」へのお出かけに便利な臨時列車です
・運 転 日
２月１０日（土）・１１日（日・祝）
・運転区間（時刻） 大館（１１：１０発）～湯沢（１４：５５着）
湯沢（２０：３８発）～秋田（２２：１３着）
犬っこまつり号：イメージ
・途中停車駅：（上り）早口・鷹ノ巣・二ツ井・東能代・森岳・鹿渡・八郎潟・井川さくら・
大久保・追分・土崎・秋田・和田・羽後境・刈和野・神宮寺・大曲・横手・十文字
（下り）下湯沢・十文字・醍醐・柳田・横手・大曲・神宮寺・刈和野・羽後境・和田
※乗車券のみでご乗車できます。
【個人型商品】

犬っこまつり日帰りパック
○ 出発日：２月１０日(土）・２月１１日(日・祝）
往復のＪＲ乗車券＋犬っこ根付ストラップ
※詳しくは専用チラシをご覧ください。

秋田駅発着
○基本代金：おとな２,５００円・こども１,５００円

■横手の雪まつり 「かまくら」
４００年以上の伝統を誇る水神様をまつる小正月行事「かまくら」。中からは子供たちが「はいって
たんせ」「おがんでたんせ」といいながら、甘酒やおもちをふるまいます。
※横手駅から横手市役所本庁舎前道路公園会場まで徒歩約１０分。
※横手の雪まつりの詳細については、横手市観光協会へお問い合わせください。

快速「かまくらまつり号」 （指定席１両/自由席１両）

かまくらまつり号：イメージ

横手の「かまくら」へのお出かけに便利な臨時列車です。
・運 転 日
２月１５日（木）・１６日（金）
・運転区間（時刻） 秋田（１４：１３発）～横手（１５：４０着）
横手（２１：０２発）～秋田（２２：１４着）
・途中停車駅：和田・羽後境・刈和野・神宮寺・大曲
※自由席は乗車券のみでご利用できます。指定席をご利用の際は、乗車券のほか指定席券を
お買い求めください。
【個人型商品】

横手の雪まつり日帰りパック
秋田駅発着
○出発日：２月１５日(木）・ ２月１６日(金）
○基本代金：おとな ３,２００円・こども１,９００円
往復のＪＲ乗車券・指定券＋ぶどうジュース引換券（横手市特産品）
※詳しくは専用チラシをご覧ください。

■なまはげ柴灯まつり
神事「柴灯祭」と、民俗行事「なまはげ」を組み合わせた観光行事「なまはげ柴灯まつり」。「なまは
げ踊り」や「なまはげ太鼓」の演奏などでお楽しみください。
※男鹿駅⇔会場に、列車と接続の臨時バスが運行されます。（片道大人５００円、子供２５０円）
是非、男鹿線列車とバスをご利用になりおでかけください。
（行き）
秋田駅発 15：25（男鹿線普通列車）男鹿駅着 16：27→男鹿駅発 16：35（バス）会場着 17：15
秋田駅発 16：43（男鹿線普通列車）男鹿駅着 17：39→男鹿駅発 17：50（バス）会場着 18：30
（帰り）
会場発 20：00～20：50（バス随時発車）→男鹿駅発 21：38 または 22：54 の男鹿線普通列車に接続
※まつりの詳細については、なまはげ柴灯まつり実行委員会へお問い合わせください。

リゾートなまはげ号：イメージ

快速「リゾートなまはげ号」 （全車指定席２両）
・運 転 日
・運転区間（時刻）

２月１０日（土）・１１日（日・祝）
横手（１３：２０発）～男鹿（１５：２８着）
男鹿（２２：０５発）～横手（０：１１着）
・途中停車駅：大曲・刈和野・羽後境・和田・秋田・土崎・追分・二田・船越・脇本
※一般発売の指定席券はお陰さまで両日とも満席となりました。下記の２月１１日出発の団体商品
にまだ空きがございますので、是非お申込みください。
【団体商品】

なまはげ柴灯まつり日帰りツアー
○出発日：２月１１日(日・祝） ○募集人員：４０名（最少催行人員２０名）
※２月１０日（土）にも設定がありますが、満員になっております。
○旅行代金：秋田駅発着 おとな９,５００円・こども８,７００円
※詳しくは専用チラシをご覧ください。

■あきたホリデーパス

秋田県内の観光地を巡るのに便利なきっぷです。フリーエリア内のＪＲ線のほか、秋田内陸縦貫鉄
道線および由利高原鉄道線の普通列車（快速含む）の普通車自由席が１日乗り降り自由です。特急列
車や、指定席をご利用の場合は、別に特急券・指定席券をお買い求めください。
■商 品 名
■発 売 額

あきたホリデーパス
おとな ２,４００円 こども １,２００円
大人の休日倶楽部会員 １,８５０円

■発売期間

２０１７年１２月８日～２０１８年２月１８日

■ご利用期間 ２０１７年１２月１６日～２０１８年２月１８日までの土・日・祝日
■有効期間

１日間

■そ の 他

特急列車（秋田新幹線を含む）及び急行列車
（秋田内陸縦貫鉄道もりよし号）をご利用の際は、
別に特急券・急行券をお買い求めください。
リゾートしらかみ号等をご利用の際は、事前に
指定席券をお買い求めください。

■発売箇所

フリーエリア内のみどりの窓口、指定席券売機、びゅうプラザ、主な旅行会社
※大人の休日倶楽部会員用は、フリーエリア内のみどりの窓口、指定席券売機、
びゅうプラザでお買い求めください。

※詳しくは専用チラシをご覧ください。

【別紙３】

あきた光のファンタジー

バレンタイン♥チョコっとコンサート♪開催のお知らせ
秋田駅西口では『あきた光のファンタジー』を実施中です。多くのお客さまにご覧になっていただき、撮影ス
ポットとしてにぎわっております。設置期間は、２月２８日（水）まで。いよいよラストスパートです！
「あきた光のファンタジーバレンタイン♥チョコっとコンサート♪」をバレンタインデーが間近に迫る、２月 10 日
（土）に開催いたします。ゴスペルのミニコンサートとチョコっとしたふるまいサービス、秋田犬ふれあいコーナー
を実施します。イルミネーションツリーなどがバレンタイン仕様になっておりますので、記念撮影をお楽しみくださ
い。皆さまのご来場をお待ちしております。
１ 開催日時
2018 年２月 10 日（土） 15：50～17：00
２ 開催場所
秋田駅東西連絡自由通路（ぽぽろーど）
３ イベント内容
(１) ミニコンサート
ザ

ス ー パ ー

イ ン プ レ ッ シ ョ ン

出演者：Ｔｈｅ Ｓｕｐｅｒ Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ （秋田県内を中心に活動するゴスペルグループ）
（・第一部 16:00～16:20

・第二部 16:40～16:55）

(２) ふるまい
①秋田駅ビル「トピコ」による無料提供
・「ドトールコーヒーショップ」のホットコーヒー（先着 300 名様）
・「ジュピター」のチョコレート（先着 300 名様）
・「あきたくらす」の甘酒（先着 100 名様）
②本荘ハムフライ・ハム民の会による無料提供
・本荘ハムフライ（先着１００名様）
※①、②とも無くなり次第終了します。
(３) 秋田犬ふれあいコーナー
秋田駅前交番前にて、秋田犬とふれあえるコーナーを設置。

（昨年のふるまいの様子）

（昨年のコンサートの様子）

