
2011 年 2 月 24 日 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

「青森デスティネーションキャンペーン」開催について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． キャンペーン期間：2011 年 4 月 23 日（土）～7月 22 日（金） 

２． 開催地域：青森県全域および秋田県五市町（大館市、能代市、八峰町、小坂町、藤里町） 

３． キャッチフレーズ：「行くたび、あたらしい。青森」 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． ＪＲ主要駅でのキャンペーンガイドブックの配布及びポスターの掲出 

青森県観光連盟が作成した、キャンペーンガイドブックを全国のＪＲの 

主な駅、旅行会社窓口等で配布するとともに、ＤＣ５連ポスターを全国の 

ＪＲの主な駅に掲出いたします。（①十二湖・青池、②奥入瀬渓流、 

③弘前城・桜まつり、④不老ふ死温泉、⑤青森県の寿司） 

※ ガイドブックは本日以降から配布いたします。また、ポスターは２月 

中旬から掲出しております。 

 

 

【ロゴマーク】 

ＪＲグループでは、青森県、青森県観光連盟、青森県に隣接する秋田県五市町（大館市、能代
市、八峰町、小坂町、藤里町）の各自治体及び関係事業者等と連携し、観光による地域活性化策
「青森デスティネーションキャンペーン」（以下、青森ＤＣ）を開催いたします。 
青森県が単県で実施するデスティネーションキャンペーンは初めてであり、2007 年に開催された
北東北ＤＣ以来の大型観光キャンペーンの開催となります。今回の青森ＤＣでは、全線開業した
東北新幹線からの二次交通アクセスの整備や、既存の観光資源のブラッシュアップ、新規の観光
資源の開発を行うと共に、地元における「おもてなし」等の受け入れ体制の充実を図ります。 
東北新幹線新青森開業に合わせて津軽線と大湊線で運転を開始した新型ハイブリッド車両「リゾ
ートあすなろ」、五能線を走る人気のリゾート列車「リゾートしらかみ」に投入された新型ハイ
ブリッド車両「青池ハイブリッド」などローカル線もお楽しみいただけます。 
このキャンペーンでは、開催地域を 6つのエリアに分け、各地で育まれた「美」（美しさ）「温」

（温かさ）「味」（美味しさ）を具体的に紹介して青森の素晴らしさを紹介いたします。 
キャッチフレーズは「行くたび、あたらしい。青森」。 
東北新幹線新青森開業でぐっと近くなった青森、訪れる度（たび）に新しい発見のある「青森」
を存分にお楽しみください。 

【マスコットキャラクター】 

「いくべぇ」 



５． 送客へ向けた取り組み 

ＪＲグループではＤＣエリアへの送客を図るため、旅行商品の造成や、旅行会社へ旅行商

品の造成についてのご協力を要請いたします。 

ＪＲ東日本では、首都圏を中心に、仙台圏や隣県からの旅行商品の造成を積極的に行いま

す。特に、青森県の食や温泉に特化した商品やリゾート列車を利用する商品など、魅力あ

ふれる多彩な商品造成を行います。 

また、ＪＲ東日本主要駅では、「のぼり」「バナーフラッグ」などで装飾をおこない、ＤＣ

エリアへの旅行需要を喚起いたします。 

この他、訪日外国人のお客さま用として、ＪＲ東日本線、青い森鉄道線などが 3日間乗り放

題となる「JR EAST PASS SPECIAL」を 2011 年 3 月 1 日（火）より海外発売いたします。 

ご利用期間は 4月 1日から 6月 30 日までの任意の 3日（発行日から 10 日以内）で、販売額

は大人 13,000 円、3月 5日デビューの E5 系「はやぶさ」（普通車）もご利用いただけます。

また、「JR EAST PASS」でご利用いただける路線に加えて、十和田湖へのアクセスに便利な

ＪＲバス「みずうみ号」（青森・新青森～十和田湖間）「おいらせ号」（八戸～十和田湖間）

がご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【首都圏発旅行商品パンフレットの一例】 

【宣伝ツールの一例】 

のぼり        バナーフラッグ      パンフレットスタンド用     スイングポップ 
                          バックボード 



６． 二次交通の整備 

ＤＣエリア内における、お客さまの利便性向上のため、地元の交通事業者の協力のもと、二

次交通の整備を行います。 

 

（1） 観光周遊バス「びゅうばす」の運行 

新青森駅、七戸十和田駅を基点とした各エリアの主要な 

観光地を観光バスでらくらく移動できる「びゅうばす」 

を 8コース設定いたします。 

 ※（ ）内は今年度の運転日 

① 十和田湖号（4/16～11/3） 
七戸十和田駅から奥入瀬渓流、十和田湖にアクセスする魅力のコース。秋田県の小坂

経由で盛岡までの経路を走ります。首都圏からの日帰り観光も可能です。 

② 八甲田号（4/16～11/3） 
十和田湖を基点に八甲田の自然の中を越えて青森駅、浅虫温泉へ向かうコース。 

③ 八甲田・十和田湖号（4/23～11/2） 
青森駅、新青森駅を基点として、八甲田ゴールデンルートを走行し十和田湖へ向かう

コースとなります。 

④ 津軽号（4/1～11/3） 
津軽エリアを効率的に観光できる定番のコース。浅虫温泉、青森駅、新青森駅から津

軽エリアを観光し、弘前駅、黒石温泉郷へ向かいます。 

⑤ 下北号（4/23～9/30 但し、6/1、2.6～9、13～16、7/25～28、9/14.15.20～22、26～29 
除く） 

「リゾートあすなろ下北１号」に下北駅にて接続し、人気の恐山を観光するコース。 

⑥ 最北号（4/24～9/25 但し、6/1～3、6～10、13～17、7/25～29、9/14～16、20～23 除く） 
下北号とペアを組むコースとして設定。人気の大間や仏ヶ浦の景観を楽しめるコース。 

⑦ 奥津軽号（「リゾートあすなろ津軽号」運転日） 
弘前駅を出発し、「リゾートあすなろ津軽１号」に蟹田駅にて接続し、津軽半島をたっ

ぷり楽しめるコース。 

⑧ 津軽・下北二大半島号（6/26～9/30 の休日） 
むつ湾フェリーを利用して、「津軽半島」から「下北半島」に渡り、青森県の 2 大半

島を巡る欲張りなコース。 

 

（2） 定額観光タクシー「駅から観タクン」の設定 

ＤＣ実施エリア内の９駅から、手軽でお得な充実の全４１コースを設定いたしました。事前

予約不要、安心の定額制、タクシー乗り場から気軽にご利用いただける「駅から観タクン」

で各エリアを気軽に周遊していただけます。 

【びゅうばす】（イメージ） 



① 青森・新青森駅発～９コース 

② 弘前駅発～６コース 

③ 八戸駅発～７コース 

④ 五所川原駅発～４コース 

⑤ 七戸十和田駅発～５コース 

⑥ 下北・大湊駅発～７コース 

⑦ 大館駅発～３コース 

 

 

７． イベント列車の運転 

（1） 「ＳＬ津軽路号」の運転 

初夏の緑が色濃くなる中を、懐かしのＤ－５１が 

「ＳＬ津軽路号」として奥羽本線を運転します。 

また、運転を記念して、イベント等を実施する予定 

です。 

 

■ 運転日／6月 11 日（土）・12 日（日） 

■ 運転区間／弘前駅～青森駅（一日一往復） 

■ 運転車両／Ｄ－５１ ４９８ １２系客車６両 定員 512 名 

■ 運転予定時刻／ 

 

 

■ 停車駅／弘前、川部、浪岡、大釈迦、津軽新城、新青森、青森 

■ その他／出発セレモニーの開催を予定しております 

 

（2） 「りんごの花 風っこ号」の運転 

可憐なりんごの花を間近に眺めながら、ゆっくりと 

春の津軽路をお楽しみいただく「りんごの花風っこ号」 

を運転いたします。 

■ 運転日／5月 15 日（日） 

■ 運転区間／弘前～五所川原（一往復） 

■ 運転車両／びゅうコースター 風っこ号 

■ 運転予定時刻／ 

 

■ 停車駅／弘前、川部、板柳、鶴泊、五所川原 

■ その他／車内イベントの実施を予定しております 

【りんごの花 風っこ号】（イメージ）

【ＳＬ津軽路号】（イメージ）



【くまげら・ ・青池ハイブリッド編成】 

           （イメージ） 

 

８． リゾート列車の運転 

（1） 新リゾートトレイン「リゾートうみねこ」のデビュー 

青森ＤＣ開幕に合わせ、新リゾートトレイン「リゾート 

うみねこ」がデビューし、八戸線を中心に運転を開始い 

たします。春から夏にかけては三陸鉄道北リアス線宮古駅 

まで直通運転を行ないます。 

 

 

 

（2） 「リゾートあすなろ」の運転 

昨年 12 月 4 日、東北新幹線新青森駅開業に合わせて 

デビューした新型ハイブリッド車両「リゾートあすなろ」 

が大湊線と津軽線を運転します。 

 

 

 

（3） 「リゾートしらかみ」の運転 

五能線では人気の「リゾートしらかみ」に新型 

ハイブリッド車両を投入して、装いも新たに 

「青池ハイブリッド」「 」「くまげら」 

の3編成で運転します。また、全ての編成は4両編成となります。 

更に楽しくなった五能線の旅をお楽しみください。 

 

 

 

９．  ＤＣ特別企画「駅からハイキング」ＤＣ特別コースの設定 

ＤＣ期間中には、花の街、歴史の街、食の街などを散策できる多彩なコースを設定。

ぐっと近くなった青森をお楽しみください。※（ ）内は実施日 

（1） 期間設定コース ５コース 

① 弘前城築城 400 年祭・弘前の青竜・朱雀を歩く（5/7～6/30） 

② 青森市のベイエリア巡り（5/7～6/26） 

③ 【青い森鉄道共同開催】野辺地町・古の文化と歴史探訪ウォーキング（5/7～6/26） 

④ むつ市・田名部地区の歴史巡りウォーキング（5/14～6/26） 

⑤ 八戸市中心街でおとなの休日を満喫・八戸路地裏探検（6/1～30） 

 

【リゾートうみねこ】 
（イメージ） 

【リゾートあすなろ】 

（イメージ） 

 



（2） イベントコース ２２コース 

① 弘前城築城 400 年祭・ひろさき桜の名所めぐり（4/23） 

② 津軽ひろさきりんごの花めぐり（5/14） 

③ 東北新幹線全線開業後に賑わう青森・油川の歴史と桜を歩く（4/29） 

④ 七戸町・天王つつじまつりと名城七戸城跡探訪（5/14） 

⑤ 下北半島・自然を満喫！川内川渓谷森林浴ウォーク（6/5）他、合計 22 コース 

（3） 青森ＤＣ特別企画 新青森開業記念スタンプラリー 

上記イベントコース（22 コース）を対象にスタンプラリーを開催いたします。対象の

コースから 3 コースにご参加いただきスタンプを集めてご応募いただくと、抽選で 10

名様に青森の特産品をプレゼントいたします。 

 

１０． フジカラー「行くたび、あたらしい。青森」フォトコンテスト 

青森ＤＣの開催に伴いＤＣ開催エリア内で撮影した作品のフォトコンテストを実施します。 
（1） 応募テーマ 「観光写真部門」「鉄道写真部門」 
（2） 応募条件  2011 年 4 月 1 日（金）～7月 31 日（日）の期間に青森ＤＣ開催エリア（青

森県及び秋田県北地域）で撮影された作品で、未発表のカラー写真に限
ります。応募点数、プロ、アマチュアは問いません。 

（3） 審査方法  主催者が選任した審査員が審査します。 
（4） 応募期間  2011 年 4 月 23 日（土）～2011 年 8 月 15 日（月）当日消印有効 
（5） 発表方法   2011 年 8 月下旬、入賞者へ直接通知し発表に代えさせていただきます 
（6） 応募先・お問い合わせ 

〒030-0803 青森市安方一丁目 1番 40 号 社団法人青森県観光連盟 誘客宣伝課内 
「行くたび、あたらしい。青森」フォトコンテスト係 TEL 017-722-5080 

 

１１． キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 

青森ＤＣ期間中に、青森県を目的地とするトクトクきっぷ等をＪＲの主な駅の「みどりの窓口」

または主な旅行会社で購入するともらえる乗車券袋を、指定の引換駅のキヨスク売店など（乗

車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚につき対象のキリン飲料をプレゼントいたし

ます。 

   ＊引換場所・プレゼント商品は乗車券袋の記載をご確認ください。 

＊引換期間／2011 年 4 月 23 日（土）～7月 22 日（金） 

   ＊乗車券袋には数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

 

詳しくは、駅等で配布する「青森デスティネーションキャンペーンイベントガイドブック」ま

たは青森ＤＣ公式ホームページ（http://www.aomoridc.com/）をご覧ください。 

 



別 紙 青森ＤＣにおける地域の主なおもてなし（一例） 

   

青森 DCでは、キャッチフレーズの「行くたび、あたらしい。青森」にあるとおり、「美」-心に残 

る美しさ・「温」-温かい出逢い・「味」-忘れられない味を準備し、訪れるお客さまにおもてなしを   

いたします。 

 

１．気軽に歩けるおもてなし 

 ○「あおもり街てく」・「ひろさき街あるき」・「八戸まちぐる」等では有料・無料ガイドが訪れたお客 

  さまに安心して街歩きを楽しめるおもてなしを実施いたします。 

 ○青森市や弘前市では、お越しいただいたお客さまが、観光案内所に荷物を預けていただき、手ぶ 

  らで観光を楽しんでいただけるよう宿泊施設までお荷物を配達（有料）します。 

○世界自然遺産「白神山地」・県内各地の花まつりなど、春の青森を楽しんでいただけるさまざまな 

イベントやおもてなしを実施いたします。 

 

２．観光情報提供ツール 

 ○観光情報等を簡単に検索できる観光に便利な携帯サイト「あおもり紀行」を3月中旬に実施（予定） 

 いたします。 

 

 ○その他、以下のサイトなどで青森県内の観光情報やイベント情報等をご覧いただけます。 

 

３．グルメ大集合 

 ○北海道・東北B－１グランプリ in AOMORI 

  ご当地 B級グルメの火付け役「B－１グランプリ」の北海道・東北大会を青森市で開催 

  開催日 5月 28日・29日    会 場 青い海公園 

 ○北のコナモン選手権 

  5 月の連休は、コナモン三昧。小麦やそば、雑穀の楽しくておいしい食文化を堪能 

  開催日 5月 3日～5日      会 場 八戸市中心商店街 

 

４．あおもり満喫スタンプラリー 

 ○青森県内の観光関連施設、道の駅など、約２００の対象施設で、新しい青森の魅力に触れながら各 

地を巡っていただき、３ヶ所でスタンプを集めた方を対象に抽選で地元の特産品などが当たるプレ 

ゼントキャンペーンを実施いたします。 

 

５．お得に温泉めぐり（湯札で温泉めぐり） 

 ○青森にある数多くある温泉を、お得に巡ることができます。湯札や手形自体が旅の記念品にもなり 

ます。地区によって取扱いは異なりますが、浅虫温泉郷（麻蒸湯札）、嶽温泉郷・百沢温泉郷（湯 

めぐり手形）、黒石温泉郷（湯めぐり湯札）、下風呂温泉郷（遊（湯）めぐり手形）、ぐるっと津軽 

（湯めぐり手形）などで楽しめます。 

 

http://www.aptinet.jp/ 
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