
 
2011 年 7 月 12 日 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

ＪＲグループ共同キャンペーン 

「つなげよう、日本。～旅する笑顔を東北の力に～」 

具体的な取り組みについて 
 

 ２０１１年６月１７日に『「つなげよう、日本。～旅する笑顔を東北の力に～」キャンペー
ンの実施について』でキャンペーンの開催をお知らせいたしましたが、このたび、具体的な
取り組みの詳細が決まりましたので、お知らせいたします。 
鉄道を通じて旅を楽しむ笑顔を増やすことで、東北を、そして日本を元気にするために、

ＪＲグループ共同で取り組んでまいります。 
 
１．キャンペーン概要 
（１）キャンペーン名 
「つなげよう、日本。～旅する笑顔を東北の力に～」 

（２）期間 
２０１１年７月２３日（土）～２０１１年９月３０日（金） 

 
２．主な取り組み事項 
（１）ＪＲ旅客６社による全国共通のポスター展開 

震災による風評被害や停滞ムードを払拭し、観光を東北の復興の大きな力にしたいと
考えます。そこで｢東北の観光地の人々｣が主役になって、｢東北のいま｣をリアルに伝え、
｢安心して楽しめる東北｣をアピールするために、東北の観光素材をモチーフとしたキャ
ンペーンポスターを作成し、ＪＲ各社の主な駅での掲出を行います。東北６県の観光地
を１県ごとに紹介する B１ポスターを合計６種類作成し展開いたします。 

   
①メインコピー 「東北で待っています。」  
 
②コンセプト 

    東北はいま、待っています。あなたが来るのを待っています。いつもと変わらない、
美しい姿で待っています。 東北の人々も、持ち前の温かいおもてなしで待っています。
あなたも、いつものあなたで出かけましょう。旅を楽しむ笑顔が増えるほど、きっと
東北は元気になります。 

  
  ③ポスター撮影地一覧 
 

県名 撮影地 最寄駅 
青森県 三内丸山遺跡 新青森駅 
岩手県 平泉（毛越寺） 平泉駅 
秋田県 角館 角館駅 
山形県 山寺 山寺駅 
宮城県 松島（五大堂） 松島海岸駅 
福島県 会津若松（鶴ヶ城） 会津若松駅 

 
  ④展開時期 
   ２０１１年７月１４日（木）以降 
 

イメージ（松島） イメージ（三内丸山遺跡） 



 
（２）「東北の夏祭り」パンフレットの配布 

キャンペーン開催にあわせ、東北６県の夏祭りをご紹介するパンフレット「東北の
夏祭り」をＪＲ各社の主な駅で配布いたします。今年の夏は是非とも、熱く盛り上が
る東北の夏祭りへ新幹線でお出かけください！ 

 
①パンフレット概要 

   Ａ４サイズ ８Ｐ 
 

②紹介している主な夏祭り 
県名 名称 最寄駅 
青森県 青森ねぶた祭 青森駅 
岩手県 盛岡さんさ踊り 盛岡駅 
秋田県 秋田竿

かん

燈
とう

まつり 秋田駅 

山形県 山形花笠まつり 山形駅 
宮城県 仙台七夕まつり 仙台駅 
福島県 福島わらじまつり 福島駅 

   この他にも多くの夏祭りを紹介しております。是非ご覧ください。 
 

③配布時期 
   ２０１１年７月２０日（水）以降 
 
（３）キャンペーンに合わせた旅行商品の販売 

キャンペーン開催中のお出かけにおすすめの、「東北方面へのご旅行に便利な旅行
商品」や「日本縦断旅行商品」をご紹介いたします。 

 
①東北方面へのご旅行に便利な旅行商品 
  旅行需要が低迷している東北エリアの観光地及び宿泊施設を応援するため、お手軽に
東北へご旅行いただける商品を発売いたします。 
※詳しい旅行条件等を説明したパンフレット等をご確認の上、お申し込みください。 

「東北夏祭り 夏の新・海峡物語」 
・設定期間 ： ８月１日～８月２６日 
・申込締切 ： コースによって異なります。専用パンフレットでご確認ください。 
・Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.jrhokkaido.co.jp/ 
・問 合 せ ： ＪＲ北海道「ツインクルデスク」 011-219-5489  （9：30～20：00） 

北
海
道
発 

『旅を通じて東北を元気に、夏祭りで笑顔に』を合いことばに、青森ね
ぶたまつり、秋田竿燈まつり、仙台七夕まつり、大曲花火大会など、添
乗員同行で安心の団体旅行８コースと、個人旅行８コースをご用意して
います。  

「東北応援セレクトパック」 
・設定期間 ： ７月１日～９月３０日 
・申込締切 ： ２日前まで （施設によって異なります。専用パンフレットでご確認く

ださい） 
・Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.travel.eki-net.com 
・問 合 せ ：ＪＲ東日本 「びゅう予約センター」0570-04-8928 
                    ※携帯等からは 03-3843-2001    
         （平日 9：00～21：00 / 土日祝 10：00～18：00） 

首
都
圏
発 往復の新幹線とお宿を自由に組み合わせることができるおトクな旅です。

行きの到着駅と帰りの乗車駅は東北エリアの５０駅から自由にお選びいただけます。旅

行期間は最大１４日間まで延長可能で、お好みのお宿が２５９施設からお選びいただ

けます。同じお宿はもちろん、宿を変えても２泊目以降さらにおトクにご利用いただける

「連泊割引」を設定しております。 

 

表紙イメージ 



 
「魅力再発見！青森・弘前・仙台への旅」 

・設定期間 ： ７月１６日～９月２８日 
・申込締切 ： 前日まで 
・Ｕ Ｒ Ｌ ： http://ebook.jrtours.co.jp/book/contents.php?fid=612 
・問 合 せ ： ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 052-564-2430 （10：00～17：00） 

新大阪支店 06-6390-8501 （平日 10：30～18：00/土日祝 10：00～17：00） 

中
部
・
関
西
発 関西・中部地区から、東海道・東北新幹線（往復普通車指定席）と２泊（青

森または弘前１泊、仙台１泊）がセットになったプラン。「津軽フリーパス」（オプ

ション）を利用すれば、青森・弘前エリアをおトクに自由に周遊できます。 

 

 

「東北夏まつり」 

・出 発 日：８月３日～７日 

・申込締切：出発日から起算して１０日前まで 

・Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nta.co.jp/kokunai/matsuri/ 

・問 合 せ：日本旅行 大阪予約センター 06-6347-1212 

（平日 9:30～19:00、土日祝 9:30～18:00） 

関
西
発 

青森の「青森ねぶた祭」「五所川原立佞武多
ご し ょ が わ ら た ち ね ぶ た

」、秋田の「竿燈まつり」、山形の

「花笠まつり」、仙台の「七夕まつり」を堪能！今年の夏はみちのくで感動する

熱い夏に！ 

 

「東北新幹線で行く 行くべぇ青森」 
・設定期間 ： ６月１７日～９月３０日 
・申込締切 ： １０日前まで 
・問合せ ： ＪＲ九州旅行旅の予約支店 092-482-1489 
        （平日 9：30～19：00） / 土日祝 9：30～18：00） 

九
州
発 「青森フリープラン３日間」、「青森・函館 北の大地で歴史をたどる旅４日

間」、「十和田・奥入瀬・八甲田をたどる旅４日間」の３コースをご用意していま

す。 

 

 
 ②日本縦断旅行商品 

日本全体を旅する笑顔でつなげるため、新幹線や特急列車を利用して日本列島を縦断す
る旅行商品を発売いたします。鉄道の旅を通じて、日本全体を元気にします。 

※詳しい旅行条件等を説明したパンフレット等をご確認の上、お申し込みください。 
「北海道から九州まで日本大周遊の旅」 

・出 発 日 ： ８月２９日、８月３１日、９月１９日 
・申込締切 ： １６日前まで 
・Ｕ Ｒ Ｌ ： http://ebook.jrtours.co.jp/book/contents.php?fid=676 
・問 合 せ ： ＪＲ東海ツアーズ 旅の通販デスク 03-3538-4036 

（平日 10：00～20：00 / 土日祝 10：00～18：00） 

首
都
圏
・
中
部
・
関
西
発 

「のぞみ」「はやぶさ」「さくら」の新幹線はもちろん、北海道・四国の人気ＪＲ

特急など１５の列車に乗って日本各地をめぐる夢の鉄道の旅！ご当地ならで

はの郷土料理や名物駅弁などバラエティー豊かなお食事１９回付き。別府、

道後と日本を代表する温泉地のほか、各地では選りすぐりの宿をご用意して

おります。 

 

「つなげよう、日本。日本列島縦断 列車の旅」 
・出 発 日 ： ８月２２日、９月１２日、９月２６日 
・申込締切 ： １４日前まで 
・問 合 せ ： ＪＲ九州旅行旅の予約支店 092-482-1489 

  （平日 9：30～19：00） / 土日祝 9：30～18：00） 
九
州
発 ＡコースからＣコースまで、全３コースをご用意。全コース鹿児島中央駅か

ら新青森駅までひとつにつながった新幹線に乗車します。片道トワイライトエ

クスプレス利用コースや、片道航空機利用コースを設定。参加者全員にＪＲ九

州特製「日本縦断証明書」をプレゼントいたします。 

 

 
 



 
（４）東北、日本全国を巡るモバイルスタンプラリー『ＪＲグループ×ケータイ国盗り合戦 

夏の陣２０１１「琥珀城と１００の密書」』の実施 
ＪＲ各社の駅や鉄道関連施設を攻略スポットとし、携帯電話の位置情報システム及び 

ＱＲコードを活用した、ＪＲ６社エリア対象のモバイルスタンプラリーを実施します。 
 
①コンセプト 
「今こそ日本中の想いをつなげて、被災にあわれた地域に元気を届けたい」 

東北名産の宝石“琥珀”をモチーフにした架空の城「琥珀城」には、美しい東北の
姿の復興を願う想いがこめられています。本ゲームをきっかけに多くの皆様に東北を
はじめ、日本全国へおでかけいただき、復興・応援に繋がることを願っております。 

特に東北には、多くの攻略スポットをご用意しております。これにより一人でも多
くのお客さまに、東北へとお出かけいただきたいと考えております。 

 
②実施期間 

    ２０１１年８月２日（火）１１：００～２０１１年１０月１８日（火）１７：００ 
    
③対象スポット 

    ＪＲ各社の主な駅・鉄道関連施設 計１００箇所  ※詳細は別紙を参照 
 
④ゲーム内容 

    全国のＪＲ各社の主な駅・鉄道関連施設100箇所を実際に訪れ、携帯電話の位置情報
及びQRコードを読み取りゲームを進めていきます。歴史好き、鉄道好きの方はもちろ
ん、初めての方でも参加しやすい内容になっています。 

 
⑤賞品等 

    関連鉄道施設全てを攻略した方にはＪＲ６社オリジナルピンバッジセットをプレゼ
ント。また攻略したスポットの数に応じて限定アバター等、豪華特典が獲得できます。 

      
  ⑥ポスタービジュアルイメージ 
    モバイルラリー告知Ｂ１ポスターをＪＲ各社の主な駅で掲出いたします。掲出時期

は２０１１年７月２８日（木）以降を予定しております。 
 
 
 
 
 
 
（５）その他 

モバイルスタンプラリー等、キャンペーンの詳細情報及び最新の情報につきましては、
ＪＲ６社協力・交通新聞社運営のウェブサイト『トレたび』でご紹介してまいります。
あわせてご覧ください。 

  
『トレたび』ホームページアドレス 
 http://www.toretabi.jp/  ※公開は２０１１年７月２２日（金）以降を予定 

ピンバッジセット（イメージ） ポスターイメージ 



別紙
ケータイ国盗り合戦「琥珀城と100の密書」対象スポット一覧表
通しNo. 域内No. 小計 エリア 都道府県 スポット名称 最寄駅 攻略方法

1 1 北海道 小樽市総合博物館（本館） 小樽駅 QR

2 2 北海道 旭川駅 旭川駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

3 3 北海道 札幌駅 札幌駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

4 4 北海道 函館駅 函館駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

5 5 北海道 釧路駅 釧路駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

6 1 東日本（東北） 八戸駅 八戸駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

7 2 東日本（東北） 七戸十和田駅 七戸十和田駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

8 3 東日本（東北） 新青森駅 新青森駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

9 4 東日本（東北） 弘前駅 弘前駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

10 5 東日本（東北） 盛岡駅 盛岡駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

11 6 東日本（東北） 小岩井駅 小岩井駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

12 7 東日本（東北） 遠野駅 遠野駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

13 8 東日本（東北） 平泉駅 平泉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

14 9 東日本（東北） 鳴子温泉駅 鳴子温泉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

15 10 東日本（東北） 仙台駅 仙台駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

16 11 東日本（東北） 松島海岸駅 松島海岸駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

17 12 東日本（東北） 作並駅 作並駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

18 13 東日本（東北） 角館駅 角館駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

19 14 東日本（東北） 羽後本荘駅 羽後本荘駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

20 15 東日本（東北） 米沢駅 米沢駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

21 16 東日本（東北） 天童駅 天童駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

22 17 東日本（東北） 福島駅 福島駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

23 18 東日本（東北） 会津若松駅 会津若松駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

24 19 東日本（東北） 喜多方駅 喜多方駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

25 20 東日本（東北） 郡山駅 郡山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

26 1 東日本（関東・甲信越） 水戸駅 水戸駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

27 2 東日本（関東・甲信越） 牛久駅 牛久駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

28 3 東日本（関東・甲信越） 栃木 宇都宮駅 宇都宮駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

29 4 東日本（関東・甲信越） 群馬 碓氷峠鉄道文化むら 横川駅 QR

30 5 東日本（関東・甲信越） 鉄道博物館 鉄道博物館（大成）駅 QR

31 6 東日本（関東・甲信越） 高麗川駅 高麗川駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

32 7 東日本（関東・甲信越） 千葉駅 千葉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

33 8 東日本（関東・甲信越） 銚子駅 銚子駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

34 9 東日本（関東・甲信越） 東京駅 東京駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

35 10 東日本（関東・甲信越） 池袋駅 池袋駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

36 11 東日本（関東・甲信越） 新宿駅 新宿駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

37 12 東日本（関東・甲信越） 府中本町駅 府中本町駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

38 13 東日本（関東・甲信越） 青梅鉄道公園 青梅駅 QR

39 14 東日本（関東・甲信越） 桜木町駅 桜木町駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

40 15 東日本（関東・甲信越） 橋本駅 橋本駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

41 16 東日本（関東・甲信越） 横須賀駅 横須賀駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

42 17 東日本（関東・甲信越） 新潟 長岡駅 長岡駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

43 18 東日本（関東・甲信越） 山梨 石和温泉駅 石和温泉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

44 19 東日本（関東・甲信越） 長野 松本駅 松本駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

45 1 東海 神奈川 新横浜駅 新横浜駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

46 2 東海 御殿場駅 御殿場駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

47 3 東海 熱海駅 熱海駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

48 4 東海 三島駅 三島駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

49 5 東海 静岡駅 静岡駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

50 6 東海 浜松駅 浜松駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

51 7 東海 中部天竜駅 中部天竜駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ
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別紙
ケータイ国盗り合戦「琥珀城と100の密書」対象スポット一覧表
通しNo. 域内No. 小計 エリア 都道府県 スポット名称 最寄駅 攻略方法

52 8 東海 豊橋駅 豊橋駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

53 9 東海 名古屋駅 名古屋駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

54 10 東海 リニア・鉄道館 金城ふ頭駅 QR

55 11 東海 長野 木曽福島駅 木曽福島駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

56 12 東海 下呂駅 下呂駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

57 13 東海 高山駅 高山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

58 14 東海 関ヶ原駅 関ヶ原駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

59 15 東海 伊勢市駅 伊勢市駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

60 16 東海 熊野市駅 熊野市駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

61 17 東海 京都 京都駅 京都駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

62 1 西日本 富山 富山駅 富山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

63 2 西日本 石川 金沢駅 金沢駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

64 3 西日本 福井 福井駅 福井駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

65 4 西日本 滋賀 長浜駅 長浜駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

66 5 西日本 梅小路蒸気機関車館 丹波口駅 QR

67 6 西日本 福知山駅 福知山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

68 7 西日本 西舞鶴駅 西舞鶴駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

69 8 西日本 交通科学博物館 弁天町駅 QR

70 9 西日本 大阪駅 大阪駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

71 10 西日本 堺市駅 堺市駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

72 11 西日本 茨木駅 茨木駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

73 12 西日本 四条畷駅 四条畷駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

74 13 西日本 城崎温泉駅 城崎温泉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

75 14 西日本 三ノ宮駅 三ノ宮駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

76 15 西日本 姫路駅 姫路駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

77 16 西日本 奈良駅 奈良駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

78 17 西日本 桜井駅 桜井駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

79 18 西日本 和歌山 白浜駅 白浜駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

80 19 西日本 鳥取 鳥取駅 鳥取駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

81 20 西日本 島根 松江駅 松江駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

82 21 西日本 倉敷駅 倉敷駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

83 22 西日本 岡山駅 岡山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

84 23 西日本 広島駅 広島駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

85 24 西日本 三原駅 三原駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

86 25 西日本 山口 山口駅 山口駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

87 1 四国 徳島 徳島駅 徳島駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

88 2 四国 香川 高松駅 高松駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

89 3 四国 四国鉄道文化館 伊予西条駅 QR

90 4 四国 松山駅 松山駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

91 5 四国 高知 高知駅 高知駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

92 1 九州 九州鉄道記念館 門司港駅 QR

93 2 九州 小倉駅 小倉駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

94 3 九州 佐賀 新鳥栖駅 新鳥栖駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

95 4 九州 長崎駅 長崎駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

96 5 九州 佐世保駅 佐世保駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

97 6 九州 熊本 熊本駅 熊本駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

98 7 九州 大分 由布院駅 由布院駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

99 8 九州 宮崎 宮崎駅 宮崎駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ

100 9 九州 鹿児島 鹿児島中央駅 鹿児島中央駅 国盗りﾎﾞﾀﾝ
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