2019 年 ４ 月 25 日
ＪＲ東日本秋田支社

『秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春』を開催します！
～これが秋田だ！食と芸能大祭典 2019 と同時開催～

秋田駅西口を中心としたエリアにおいて「秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春」を開催します。
「秋田駅
ふれあいフェスタ 2019 春」では、高校生による芸能の披露や巨大木桶での石焼料理ふるまい、ミニト
レインの運行など、ご家族皆さまでお楽しみいただける内容をご用意してお待ちしております。
また、ＪＲ秋田支社が特別協賛する「これが秋田だ！食と芸能大祭典 2019」も秋田駅周辺で開催され
ており、当フェスタもこれに合わせた企画となっております。

１ 「秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春」開催概要
ＪＲ秋田駅では、
「これが秋田だ！食と芸能大祭典」との連動イベントとして「秋田駅ふれあいフェ
スタ 2019 春」を開催します。
⑴ 実施日時
2019 年５月 25 日（土）
10 時 00 分～15 時 00 分（最終入場は 14 時 30 分まで）
⑵ 実施場所
秋田駅西口イベント会場
⑶ イベント内容（抜粋）
○ ステージイベント
なまはげ太鼓（男鹿海洋高校）
、飾山囃子（角館高校）、書道パフォーマンス（秋田北高校）、
超神ネイガーショー など
○ 食のブース
○ ミニトレイン運行（ミニＳＬ、ミニぶな、ミニこまち）
○ キッズコーナー（移動動物園、フェイスペイントなど）
○ 車両展示（投排雪保守用車）
○ レールスター乗車体験
○ 小学生限定運転士・車掌のお仕事体験（事前応募が必要）別紙

【飾山囃子】
（角館高校）

【なまはげ太鼓】
（男鹿海洋高校）

【書道パフォーマンス】
（秋田北高校）

【ミニトレイン（ミニ SL）
】

【大森山動物園（フンボルトペンギン）】
※

画像、イラストは全てイメージです

２ 「これが秋田だ！食と芸能大祭典 2019」に便利な旅行商品を発売します！
５月 25 日（土）には、
「これが秋田だ！食と芸能大祭典 2019」と「秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春」
のお出かけに便利な臨時列車「食と芸能大祭典号」
（湯沢駅 8:36 発→秋田駅 10:08 着 普通車指定
席 1 両、自由席 1 両）を運転します。
臨時列車「食と芸能大祭典号」を利用した往復のＪＲとトピコ・アルスで利用できる商品券がセ
ットになったおトクな旅行商品を発売しますので是非ご利用下さい。
⑴ 商品概要
【往復のＪＲ（往路利用列車限定）
】 ＋ 【トピコ・アルスお買物券 500 円】
⑵ 旅行代金（湯沢駅発着/お一人様）※２名様よりお申込みいただけます。
おとな 3,500 円 こども 2,100 円
※湯沢駅発着以外の旅行代金差額
おとな（こども）お一人様/横手駅―200 円（－100 円）
、大曲駅－600 円（－300 円）
⑶ 出発日
2019 年５月 25 日（土）
⑷ 発売箇所
秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅及び、びゅう予約センター
⑸ 発売日
４月 26 日（金）14：00～
※ 詳しくは専用チラシまたは、ＪＲ秋田支社ホームページをご覧ください。
※

往路での利用列車「食と芸能大祭典号」は臨時列車として運転いたしますので、当旅行商品の
ご利用のお客さまもご乗車いただけます。

【参
１

考】

「これが秋田だ！食と芸能大祭典 2019」開催概要
(1) 実施月日
2019 年５月 24 日（金）
、25 日（土）
、26 日（日）
(2) 実施会場（抜粋）
エリアなかいち会場、広小路会場、秋田駅西口イベント会場、他
(3) 主催
これが秋田だ！食と芸能大祭典実行委員会

【男鹿のナマハゲ】

※ＪＲ秋田支社が特別協賛
(4) イベント内容（抜粋）
○ 伝統芸能パレード〈広小路〉
○ 伝統芸能演舞ステージ〈エリアなかいち〉
○ 秋田グルメ屋台＆伝統芸能演舞ステージ〈アゴラ広場〉、他

２

「石焼料理」のふるまい開催概要

【西馬内盆踊り】

(1) 実施月日
2019 年５月 26 日（日）
(2) 実施会場
秋田駅西口イベント会場
(3) 主催
ＪＲ東日本秋田支社
(4) イベント内容
○ 直径 1.8ｍの巨大な木桶で調理した男鹿の名物「石焼料理」をふるまいます（数量限定）
○ 男鹿ＰＲコーナー

【巨大木桶】

【巨大木桶での石焼調理】
※ 画像、イラストは全てイメージです

別

紙

秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春
「小学生限定

運転士・車掌のお仕事体験」について

５月 25 日（土）に実施する「秋田駅ふれあいフェスタ 2019 春」では運転士・車掌の仕事を体験で
きる企画をご用意しました。奥羽本線などを走る 701 系電車の訓練用シミュレータを体験できます。
本物の運転士・車掌が、奥羽本線土崎駅～秋田駅間のシミュレータ運転体験をお手伝いします。
１

実施日時
2019 年５月 25 日（土）
１回目 10：00～11：00
２回目 11：00～12：00
３回目 13：00～14：00
４回目 14：00～15：00
※ ただし体験時間のご希望はお受けできかねます。
※ 集合時間は、各体験時間の 15 分前までにお集まりください。集合場所は、当
選はがきにてご案内いたします。

２

実施場所
ＪＲ東日本秋田支社 秋田運輸区内

３

募集人員
４組×４回（小学生とその保護者）＝16 組 32 名
小学生とその保護者限定
※ 体験は小学生のお子さまのみとさせていただきます。

４

応募期間
４月 25 日（木）～５月６日（月）当日消印有効

５

発表
「当選はがき」の発送をもって代えさせていただきます。
※ ５月 13 日（月）発送予定

６

応募方法
郵便はがきに下記の事項を記入してご応募ください。

(1)

郵便番号

(2)

住所

(3)

体験する小学生の氏名・学年

(4)

同伴する保護者の氏名

(5)

電話番号

７

応募先
「小学生限定 運転士・車掌のお仕事体験」事務局
〒010-0001 秋田市中通４-５-６ 秋銀・明治安田ビル９階
株式会社ジェイアール東日本企画秋田支店宛
電話 018-831-0962 平日 10：00～12：00、13：00～16：00 土・日・祝日は休業

８

その他
(1)

体験は小学生のみとさせていただき、同伴の保護者は１名のみとさせていただき
ます。保護者は 18 才以上とします。

(2)

応募は１名の小学生につき１回といたします。

(3)

当選者は体験当日、
「当選はがき」をご持参ください。詳細は「当選はがき」に記
載します。

(4)

建物内の撮影は、シミュレータ体験中も含めご遠慮ください。

(5)

建物内の会場以外の部屋の出入りや、掲示物に触れることはご遠慮ください。

(6)

当日は事故防止のため、ご案内する係員の指示に従っていただきますようお願い
いたします。

(7)

保護者はシミュレータ体験できません。

(8)

乳児、幼児を連れての同伴はできません。

(9)

当選した回に参加できなかった場合、別の回への参加はできません。また、遅
れ等で加枠が空いても充当は致しません。

(10) いただいた個人情報は「小学生限定 運転士・車掌のお仕事体験」に関連した
もののみに使用いたします。

2名様より
お申込みいただけます。

日帰りパック
花輪祭の屋台行事（イメージ）

出発日

土崎神明社祭の曳山行事（イメージ）

5月25日㈯

3,500円

●基本代金／湯沢駅発着 お一人様

おとな

●食事／付いておりません。

角館祭りのやま行事（イメージ）

トピコ・アルス
お買物券

往復のＪＲ券

500円付

往路利用列車限定

2,100円

こども

●湯沢駅発着以外の差額代金 おとな
（こども）
お一人様／横手駅−200円（−100円）、大曲駅−600円（−300円）
行

程
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指 指定席

湯沢

食と芸能大祭典号（イメージ）

食と芸能大祭典号 指

8：36発

往路車内で「ちょっぴりプレゼント引換券」をお渡しします。
横手
大曲
8：59発

9：18発

秋田

10：08着

「これが秋田だ！食と芸能大祭典」をお楽しみください。

5/25
㈯

秋田

普通列車

大曲

横手

湯沢

※お帰りはお客さまのご都合にあった普通列車にご乗車ください。
※停車駅は基本代金設定駅のみ記載しています。

お申込みは秋田県内のびゅうプラザ、びゅうプラザ弘前駅及び、びゅう予約センターへお申込みください。
※写真は全てイメージです。 ※前日までにお買い求めください。

※お買物券は「トピコ・アルス サービスカウンター」でカウール券に
引き換えてからご利用ください。営業時間8：00〜20：00

カウール券（イメージ）

カウール券利用施設

トピコ・アルス サービスカウンター（イメージ）

トピコ・アルス全店及びホテルメトロポリタン秋田
飲食店でご利用いただけますが、
期間営業催事の店舗ではご利用できません。
※お買物券は当日限り有効です。未使用の場合でも払い戻しはいたしません。

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、消費税等諸税、およびサービス料が含まれています。

必ずお読みください

★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）。●最少催行人員2名。●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）。●ご希望列車の指定席が満席のため自由席をご利用となる場合、差額の払い戻しはいたしません。●一部の区間が普通列車となる特急列車
をご利用の場合、特急券の払い戻しはいたしません。●予約された指定券の変更は、
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）。ただし、一部店舗では、お取扱いできない場合がございます。●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・特急券は無効となります。改めて乗車券・
特急券をお買い求めください。●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、予約された指定券の変更はできません。●ご乗車される列車名はお渡しする乗車券類に記載し
たとおりとなります。 ★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使用料がかかる場合がございます。特に表記がない限り
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）。●こども代金のお客様の食事は、施設により
「こども用料理」
となる場合がございます。 ★平日・休日等の記載に
ついて ●パンフレット内の「平日」
「休日」
「休前日」の表記は、
「平日＝月曜日〜金曜日」
「休日＝日曜日・祝日および振替休日」
「休前日＝土曜日、休日の前日」を原則といたします。ただし、休日であっても翌日も休日の場
合は休前日の代金が適用となります。 ★取消および変更について ●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業約款に基づき取消料等を収受いたします。●お客様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い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。また、
こども代金が適用となるお客様は対象外となる場合がござ
います。●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、および親権者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。●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる場合があります。詳細は「旅行条件書」の「お申込み条件」を確認のうえ、特
別な配慮、措置が必要となる可能性がある場合は、
ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。●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、2019年4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。

東日本旅客鉄道株式会社

この旅行条件は2019年4月1日を基準としています。又、
旅行代金は2019年4月1日現在の有効な運賃･規則を基準とし
ています。

個人情報の
取り扱いについて

（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。

びゅう商品のご相談・お申し込みは

仙台営業センター 宮城県仙台市青葉区中央1-1-8 総合旅行業務取扱管理者 武田 佳祐

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。

旅行企画・実施

受託販売

東京都知事登録 旅行業第2-2743号 東京都渋谷区代々木2-2-2 一般社団法人日本旅行業協会 協力会員
［秋田支社］秋田市中通七丁目1-1 総合旅行業務取扱管理者 吉川 譲

観光庁長官登録 旅行業第1135号 東京都墨田区錦糸3-2-1 一般社団法人日本旅行業協会 正会員
仙台営業センター 宮城県仙台市青葉区中央1-1-8 総合旅行業務取扱管理者 武田 佳祐

