2012 年 2 月 13 日
Ｊ Ｒ グ ル ー プ

「いわてデスティネーションキャンペーン」開催について

ＪＲグループでは、岩手県、岩手県観光協会、岩手県に隣接する青森県八戸市、秋田県鹿角市、小坂
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「いわてデスティネーションキャンペ
ーン」（以下、いわてＤＣ）を開催いたします。
岩手県を中心として実施するＤＣは 32 年ぶりとなります。
今回のＤＣは、東日本大震災からの復興に貢献し、観光の力で地域に元気・活気を生み出すことを大き
な目標に掲げるとともに、世界遺産「平泉」の効果を全県的に広めることを目指します。
Ｅ５系車両の増備でますます快適になった東北新幹線を活用し、イベント列車や観光バスなどの二次
交通の充実、観光素材の開発・磨き上げに取り組み、心をこめたおもてなしでお客さまを迎えます。
キャッチフレーズは「イーハトーブいわて物語〜そういう旅に私はしたい。」岩手の風土が育てた文化、
食、温泉、そして震災を乗り越えて明日に向かって取り組む人々との触れ合いを通じて、お客さま一人ひ
とりに、自分仕立ての物語を綴っていただく「いわてへの旅」に、どうぞお出かけください。

１．キャンペーン期間：2012 年 4 月 1 日（日）〜6 月 30 日（土）
２．開催地域：岩手県全域、青森県八戸市、秋田県鹿角市・小坂町
３．キャッチフレーズ：「イーハトーブいわて物語〜そういう旅に私はしたい。」

キャンペーンキャラクター「わんこきょうだい」

４．全国のＪＲ主要駅・列車内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
（1）いわてＤＣ推進協議会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します。

キャンペーンガイドブック

（2）ＪＲ6 社制作のポスターや車内吊り広告を、全国ＪＲの主な駅、列車内に掲出し、岩手の観光をＰ
Ｒします。なお、岩手県内の観光関係者、住民の皆様、岩手大学等県内の学生の皆様にもご協
力をいただき、おもてなしの気持ちを表すビジュアルで展開いたします。

駅掲出ポスター（イメージ）

車内吊り（窓上）ポスター（イメージ）

（3）いわてＤＣ推進協議会制作の５連ポスターを全国の主な駅に掲出いたします。
（2012 年 3/1〜3/31）

5 連ポスター

５．二次交通の整備
DC エリア内におけるお客さまの利便性向上のため、県内交通事業者のご協力のもと、二次交通の整
備を行います。
（1）復興応援ツアー（バス料金の一部が被災地の支援となる、被災地の復興を応援する観光バス）
①「陸前高田・大船渡号」 厳美渓温泉〜一ノ関駅〜陸前高田市〜大船渡市〜穴通磯〜おさかなセ
ンター〜えさし藤原の郷〜花巻温泉〜盛岡駅西口 （4/14〜9/30 の土日祝と、4/21〜5/6 の毎日）
支援先・・・碁石海岸遊覧船組合・陸前高田松原を守る会
【予約先】岩手県交通：ＴＥＬ019-651-3355 【料金】おとな 4,800 円、こども 3,800 円
②「遠野・釜石号」 花巻南温泉峡〜花巻温泉郷〜新花巻駅〜遠野風の丘〜釜石鉄の歴史館〜釜
石駅前鈴子広場仮設店舗群・サンフィッシュ〜遠野カッパ淵・伝承園〜新花巻駅〜花巻空港〜花
巻温泉郷〜花巻南温泉峡 （4/14〜11/25 の土日祝と、4/21〜5/6 の毎日） 支援先・・・釜石鈴子
広場仮設店舗群

【予約先】花巻観光バス：ＴＥＬ0198-26-3122 【料金】おとな 6,500 円、こども 3,000 円
③「龍泉洞・北部陸中海岸号」 鶯宿温泉森の風〜つなぎ温泉〜盛岡駅西口〜龍泉洞〜北山崎〜
田老〜浄土ヶ浜〜宮古駅〜盛岡駅(4/1〜6/30 の土日祝と 4/13〜5/5 の毎日、7/21〜8/19 の土日
月)支援先・・・浄土ヶ浜をきれいにする会
【予約先】岩手県北バス：019-641-2222
【料金】おとな 8,400 円（7,400 円）、こども 7,400 円（6,400 円） ※（）内は宮古下車
（２）駅から観タクン
DC 実施エリア内の 5 駅から、手軽でお得な充実の全 27 コースを設定しました。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。
・盛岡駅発〜6 コース
・遠野駅発〜4 コース
・ほっとゆだ駅発〜5 コース
・八戸駅発〜7 コース
・宮古駅発〜5 コース
６．送客へ向けた取組み
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、
復興への歩みを進める三陸を訪れる商品や世界遺産登録となった平泉に向けた商品など、広い岩手県
を存分に楽しんでいただける多彩な商品造成を行います。
また、ＪＲ東日本の主要駅では、「のぼり」「バナーフラッグ」などで装飾を行うほか、「大人の休日倶楽
部」の会員誌やポスター、ＣＭ、新幹線や特急列車などの車内に設置している「トランヴェール」などにお
いて、ＤＣエリアの観光地を取りあげ、旅行需要を喚起いたします。
このほか、岩手県内の４つの観光案内所で実施してきた「ＪＲ ＥＡＳＴ ＰＡＳＳ」をお持ちのお客さまへ
のプレゼントキャンペーンの対象箇所を拡大し、１３箇所でプレゼントをもらえるキャンペーンとして展開
します。４月１日からは新たに盛岡駅のびゅうプラザでも「ＪＲ ＥＡＳＴ ＰＡＳＳ」「ＪＡＰＡＮ ＲＡＩＬ ＰＡＳ
Ｓ」の引換・販売を開始し、海外からのお客さまの受入体制を充実します。
【宣伝ツールの一例（イメージ）】

バナーフラッグ
のぼり

スイングポップ
パンフレットスタンド用
バックボード

「そばっち」ぬいぐるみ

【「大人の休日倶楽部」ポスターイメージ】

【首都圏発旅行商品パンフレットの一例】

【観光周遊バス「びゅうばす」】
世界遺産平泉と県都盛岡を拠点とした周遊観光に便利なびゅうばすを 5 コース設定します。
・奥州平泉義経号 一関温泉郷から平泉、黒石寺・正法寺、水沢江刺駅、花巻温泉郷を巡るコース
・八幡平号 花巻温泉郷・宮沢賢治記念館から盛岡駅、小岩井農場、八幡平頂上、ふけの湯、大湯
温泉から十和田・奥入瀬をつなぐコース
・遠野・平泉号 つなぎ・鶯宿温泉、盛岡駅、花巻駅、新花巻駅、遠野ふるさと村から平泉観光がで
きるコース
・平泉世界遺産めぐり号 鳴子温泉を出発点とし、一ノ関駅、平泉観光をじっくりしていただき、盛岡・
つなぎ・鶯宿温泉にご宿泊いただける東北観光に便利なコース
・八幡平・盛岡号 奥入瀬渓流から十和田湖、小坂、鹿角あんとらあ、玉川温泉、つなぎ・鶯宿温泉、
盛岡駅をつなぐ北東北観光に便利なコース

７．イベント列車の運転（「運転予定時刻」は 2 月 10 日時点のものです。）
いわて DC では数多くのイベント列車を運行させ、DC を盛り上げてまいります。
(1) SL イーハトーブいわて物語号（全車指定席）
SL「D-51」が７年ぶりに一ノ関から北上まで運行いたします。
■運転日 ①一ノ関→北上 6/2、9、16
②北上→一ノ関 6/3、10、17
■運転区間 一ノ関〜北上
■運転車両 D51-498 12 系客車 5 両（定員 424 名）
■運転予定時刻 ①一ノ関（9:30 頃）→北上(11:04 頃)
②北上（17:05 頃）→一ノ関（18:24 頃）
■停車駅 一ノ関、平泉、前沢、水沢、金ヶ崎、北上
(2) ＳL 銀河ドリーム号（全車指定席）
SL「D-51」が 8 年ぶりに釜石線を運行いたします。
■運転日 ①北上→釜石 6/2、9、16
②釜石→北上 6/3、10、17
■運転車両 D51-498 12 系客車 5 両（定員 424 名）
■運転予定時刻

①北上（12:24 頃）→釜石（16:42 頃）
②釜石（10:40 頃）→北上（15:49 頃）

■停車駅 （北上→釜石） 北上、花巻、新花巻、遠野、上有住、釜石
（釜石→北上） 釜石、遠野、新花巻、花巻、北上
(3)平泉世界遺産号（ジパング編成）
いわて DC に合わせて、新しいジョイフルトレイン「ジパング」編成がデビューします。
■運転日 4/1、7、8、14、15、21、22、28〜30
5/3〜6、12、13、19、20、26、27
6/2、3、9、10、16、17、23、24、30
■運転区間 盛岡〜一ノ関
■運転車両 ジパング編成
■運転予定時刻 盛岡（9:38）→一ノ関（10:55）
一ノ関（16:03）→盛岡（17:26）
■停車駅 盛岡、花巻、北上、水沢、平泉、一ノ関

(4) 風っこ新緑号
初夏の北上線に、「びゅうコースター 風っこ」を運行いたします。
■運転日 6/2、3
■運転区間 北上〜ほっとゆだ
■運転車両 びゅうコースター 風っこ
■運転予定時刻 北上（10:50）→ほっとゆだ（11:50） ほっとゆだ（15:35）→北上（16:35）
■停車駅 北上、ほっとゆだ
(5) さんりくトレイン宮古号
山田線を「Kenji 編成」が約 1 年半ぶりに運転！三陸観光を盛り上げます。
■運転日 4/21、22、28〜30、5/3〜6、6/16、17、23、24
■運転区間 盛岡〜宮古
■運転車両 Kenji 編成
■運転予定時刻 盛岡（10:06）→宮古（12:11） 宮古（14:09）→盛岡（16:10）
■停車駅 盛岡、陸中川井、茂市、宮古
(6) 十和田八幡平四季彩号
「アカシア祭り」など沿線イベントに合わせて、花輪線を「Kenji 編成」が走ります。
■運転日 盛岡→大館 6/9
大館→盛岡 6/10
■運転区間 盛岡〜大館
■運転車両 Kenji 編成
■運転予定時刻 盛岡（11:00）→大館（14:22） 大館（11:56）→盛岡（15:12）
■停車駅 盛岡、青山、厨川、巣子、滝沢、渋民、好摩、大更、平館、荒屋新町、湯瀬温泉、
鹿角花輪、十和田南、東大館、大館
(7) リゾートうみねこ号
リゾートうみねこが、リゾート列車として本格的に八戸線を運行し、沿線観光を盛り上げます。
■運転日 4/1、7、8、14、15、21、22、28〜30
5/3〜6、12、13、19、20、26、27
6/2、3、9、10、16、17、23、24、30
■運転区間 八戸〜久慈
■運転車両 リゾートうみねこ編成
■運転予定時刻 八戸（10:16）→久慈（12:04）
久慈（14:46）→八戸（16:44）
■停車駅 各駅停車

(8) はやぶさ 575 号＆平泉リレー号
最高速度 300km/h で平泉へ。一ノ関停車の「はやぶさ」と「世界遺産リレー号」を運転します。
■運転日 5/26、6/2、9
■運転区間 はやぶさ 575 号 東京〜新青森（一ノ関停車）
世界遺産リレー号 一ノ関〜平泉
■運転車両 はやぶさ 575 号 E5 系
世界遺産リレー号 キハ 100 系
■運転予定時刻 はやぶさ 575 号 東京（10:28）→一ノ関（12:30)
世界遺産リレー号 一ノ関(12:52)→平泉（13:01）
■停車駅 はやぶさ 575 号 東京、大宮、仙台、一ノ関、盛岡、新青森
世界遺産リレー号 各駅停車
８．駅からハイキングの実施
ＤＣ特別企画として「駅からハイキング」ＤＣコースを２６コース設定します。いわての魅力を歩いて楽し
めるコースをエリアごとに設定しております。
※いわて DC 期間中は、駅からハイキングのポイントが３倍となります。
(１)イベントコース １３コース
・4/28：野田玉川駅「いわて野田・西行法師が魅せられた海辺の景色をのんびりウォーク」
・4/29：普代駅「北緯４０°東端の地球村「ふだい」を体感！！」
・5/3：二戸駅「春の息吹と一本桜 岩手・にのへ」
・5/4：久慈駅「桜並木を歩こう！久慈学びのハイキング」・・・学生によるコース
・5/5：二戸駅「いわて・九戸村『九戸神社例大祭と遅い春を探すみち』」
・5/12：二戸駅「馬と炭の暮らしの街」
・5/13：雫石駅「春の葛根田川渓流を散策して自然を満喫」
・5/19：小岩井駅「外国語（英語）対応 駅からハイキング」（検討中）
・5/20：小鳥谷駅「まるごと奥州街道 いわて・一戸町フジの花のみち」
・6/2：ほっとゆだ駅「錦秋湖を望む『かもしかハイキングコース』でプチ登山！」
・6/3：北上駅「新緑の北上展勝地桜並木と先人の暮らしに触れませんか」
・6/23：花巻空港駅「イーハトーブでスイーツを堪能するハイキング」
・6/24：紫波中央駅「新緑の紫波町展望地めぐり 〜長岡エリアを歩く〜」
(２)期間設定コース １３コース
・4/1〜6/30
：盛岡駅「石川啄木没後 100 年 在りし日の啄木をしのぶ」
：一ノ関駅「城下町『一関』を訪ね歩く」
：宮古駅「ぐるりと復興祈念ウォーキング」
：一戸駅「いわて・一戸町『太古のロマンと懐かしい街を歩く』」
：遠野駅「遠野まち物語散策〜城下町の物語〜」
：宮守駅「遠野みやもり宿場町・ローカルロマン散策」
：平泉駅「世界遺産『平泉』の文化遺産散策」
：二戸駅「歴史満杯街中散策 いわて・二戸」
・4/20〜6/30：鹿角花輪駅「鉱山城下町・鹿角花輪の歴史を感じる」
・4/28〜5/27：久慈駅「源義経北行伝説の地・久慈を歩こう！〜南巡り〜」
・5/1〜6/30：ほっとゆだ駅「西和賀町 錦秋湖湖畔ウォーク」
・6/2〜6/30：久慈駅「源義経北行伝説の地・久慈を歩こう！〜北巡り〜」

・6/16〜6/30：陸奥湊駅「みなとまち八戸〜潮風を感じながらぶらり旅〜」
※上記「駅からハイキング」コース詳細は、３月中旬よりＪＲ東日本「駅からハイキング」ホームページ
（www.jreast.co.jp/hiking/）でお知らせします。
９．キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛
いわて DC 期間中に、ＤＣ開催地域を目的地とするきっぷを 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 枚につきボルヴィック 1 本をプレゼント致します。
※引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。引換期間は 2012 年 4 月 1 日（日）〜6 月 30 日（土）
です。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「いわてデスティネーションキャンペーンガイドブック」をご覧ください。
また、下記の「岩手県観光協会」のホームページを合わせてご覧下さい。
http://www.iwatetabi.jp/

