2019 年 10 月 ９ 日
JR 東 日 本 秋 田 支 社

地域をささえる車 大集合!
「あずましフェスタ 2019」を開催します
ＪＲ秋田支社は、青森県・弘前市と結んだ「津軽つながる交流都市づくり連携協定」に基づき、今年も
地域の活性化とふれあいを目的とした、地域をささえる車大集合！「あずましフェスタ 2019」を開催し
ます。普段なかなか見ることができない珍しい車両展示や乗車体験、鉄道グッズの販売などを行います。
今年は、秋田から初めて団体専用臨時列車で行く日帰りの旅行商品を設定しました。弘前市のフランス
料理「シェ・アンジュ」のランチコースをお楽しみいただきます。
また、オープンデッキコンサートイベント「EKIDEKI(エキデキ)」や小さなお子さまも満喫できる宵宮
再現コーナーなどご来場の皆さまに楽しんでいただける演出を行います。そして、各会場を巡り、スタン
プを集めると先着で素敵なプレゼントを差し上げます。多くの皆さまのお越しをおまちしております。

１

実施日時

2019 年 11 月２日（土）10：00～16：00 ※一部ゾーンは 15：00 まで

２

実施場所

ＪＲ弘前駅、ＪＲ弘前運輸区、弘南鉄道弘前駅、東西自由通路など

３

主

催

弘前駅自由通路等にぎわい創出事業実行委員会
ＪＲ東日本秋田支社弘前駅津軽つながるプロジェクト

４

内

容

A ゾーン（弘前運輸区）

※10：00～15：00

○車両展示(DE10、ED75) ○保守用車等の公開・レールスター試乗 ○転車台回し ○運転シミュレータ体験など

B ゾーン（城東口緑地）

※10：00〜15：00

○「ミニぶな」乗車体験 ○地域をささえる車両展示（警察車両、消防・救急車両、自衛隊車両、除雪車両、ＪＡＦ
車両、弘南バス車両、ほか） ○弘前市ご当地キャラクター・たか丸くんも来るよ！
○巨大アップルパイ(スタンプラリー完走者に数量限定でプレゼント)

C ゾーン（弘南鉄道弘前駅）

※10：00～15：00

○ラッセル車両公開展示 ○イベント列車開放 ○なりきり撮影会 ○鉄道グッズ販売 ○弘南鉄道マスコットキ
ャラクター・ラッセル君も来るよ!

D ゾーン(弘前駅、東西自由通路、２階オープンデッキ、１階観光案内所前)
○EKIDEKI オープンデッキコンサート(２階オープンデッキ)※11：00～15：00 ○弘前駅バックヤードツアー(弘前駅)
※10：30〜15：00 （９：30 から先着順で弘前駅券売機前、受付開始となります）
○冬の田舎館村を楽しもう！(東西自由通路)※10：00～15：00
○弘前宵宮再現コーナー（1 階観光案内所前）※10：00～16：00・プラレールで遊ぼう!・バルーンアートを楽しもうなど

E ゾーン（弘前駅中央口、アプリーズ会場）

※10：00〜16：00

○JR 東日本鉄道グッズ販売 (弘前駅中央口) ○軽食販売 (弘前駅中央口)
○リゾートしらかみ 3 兄弟カラーでこぎんざし体験 (アプリーズ３階会場：有料)

【昨年のあずましフェスタの様子】

レールスター乗車体験

ラッセル車

地域をささえる車

宵宮再現コーナー

５ 日帰り旅行商品について
今年は、秋田から初めて「団体専用臨時列車で行く弘前フレンチと『あずましフェスタ』満喫の旅」を発
売します。
(１)出発日

2019 年 11 月２日（土）

(２)運行時間

往路 秋田駅発(９：03)頃 → 弘前駅着(11：26)頃
復路 弘前駅発(15：15)頃 → 秋田駅着(18：15)頃

(３)商品内容
弘前市のフランス料理「シェ・アンジュ」のランチコースを楽しんでいただきます。
昼食後は、
「あずましフェスタ」または弘前市内の観光をお楽しみください。
また、津軽らしいお土産として「田舎館村・田んぼアート」でとれた「あさゆき」の新米と
あずましフェスタ」の会場で焼き上げた巨大アップルパイをプレゼント！
(４)旅行代金(秋田・土崎駅発着/お一人様)※１名様よりお申し込みできます。
おとな 7,200 円 こども 5,800 円
(５)発売箇所
びゅうプラザ秋田駅、びゅうプラザ弘前駅及び、びゅう予約センター
(６)発売日
2019 年 10 月 10 日(木)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。
※イベントは、変更・中止になる場合があります。
※この情報は10月９日現在の情報です。
シェ・アンジュランチ（イメージ）

団体専用臨時列車で行く

弘前フレンチと
「あずましフェスタ」
満喫の旅

おとな1名様より
お申込みいただけます。
添乗員は同行しませんが
添乗員同行
係員がご案内します。

日帰り旅行
募集人員

50名様

最少催行人員30名様

シェ・アンジュランチ
（イメージ）

巨大アップルパイ
（イメージ）

出発日

「アップルパイ」
「田んぼアート米」
をプレゼント!

11月2日㈯

7,200円

●旅行代金／秋田・土崎駅発着 お一人様

おとな

●食事／昼食付

フランス料理
のランチ付

5,800円

（イメージ）

こども

●秋田・土崎駅発着以外の旅行代金差額／おとな
（こども）
お一人様
追分駅 −400円（−200円）、八郎潟駅−700円（−400円）、東能代駅−1,000円（−600円）、大館駅−2,000円（−1,200円）
行

程

団体専用臨時列車 指

秋田

土崎

9：03頃発

11/2
（土）

JR

指 指定席

9：11頃発

追分

シェ・アンジュ

12：30頃発

大館

15：55頃着

東能代

16：37頃着

弘前駅

12：40頃着

八郎潟

17：09頃着

食事

東能代

9：33頃発

徒歩

B22190009-00

徒歩

八郎潟

9：18頃発

（昼食）

11：40頃着

貸切バス

9：58頃発

大館

あずましフェスタ会場

追分

17：59頃着

土崎

18：05頃着

10：46頃発

徒歩

貸切バス

弘前

11：26頃着

11：30頃発

弘前

15：00頃着

団体専用臨時列車 指

15：15頃発

秋田

18：15頃着

貸切バス：弘南バス㈱

お申込みはびゅうプラザ秋田駅、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。

朝昼夕
×◯×

ELVIS TOKI
20歳でエルヴィス・プレスリーに出会う。
米国テキサス州ダラスで行われたエルヴィスプレス
リーコンテスト優勝。米国エルビスの故郷メンフィス
で行われたエルヴィスプレスリーコンテスト
（総参加３
０００人）
イメージオブキングスでアジア人唯一のファ
イナリストに選ばれる。辛口で有名な本場アメリカの
オーディエンスからスタンディングオベーションを受
け、世界中のエルヴィスパフォーマーから注目される。
ニューヨークで活動する写真家によるエルヴィス･プ
レスリー・インパーソネイターの写真集『KING

FOR

A DAY』
に世界のエルヴィスの一人として掲載され、
著者と共にポーズしている写真が紹介される。
現在、エルヴィスのパフォーマンスとともに、日本の
オールディースを交えながら、みんなで踊りまくる
「す
ELVIS

TOKI（イメージ）

べてを忘れて楽しもう」
をテーマに国内外で活躍中。

転車台体験（イメージ）

おすすめポイント
★「田舎館村・田んぼアート」で収穫した
もっちり美味しい「あさゆき」
（3合 約450g）
の新米プレゼント！
★当日会場で焼き上げる弘前のりんごを使った
巨大アップルパイをプレゼント！
★列車の車内では「男鹿線ACCUM」の
ペーパークラフトの製作体験を
実施します！
RMC
（イメージ）

団体専用列車（イメージ）

びゅう

2019 10

東日本旅客鉄道株式会社

この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。又、
旅行代金は2019年10月1日現在の有効な運賃･規則を基準としています。

仙台営業センター 宮城県仙台市青葉区中央4-2-27
総合旅行業務取扱管理者 武田 佳祐
JR東日本秋田支社ホームページ

www.jreast.co.jp/akita/

［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 中田江利

仙台営業センター 宮城県仙台市青葉区中央4-2-27 総合旅行業務取扱管理者 武田 佳祐

