
2013年2月15日 
ＪＲグループ 

「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」の開催について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ キャンペーン期間  2013年4月1日(月)～6月30日(日) 
２ 開 催 地 域  宮城県全域、福島県福島市・伊達市、山形県山形市・天童市・最上町、 
            岩手県一関市・平泉町 
３ キャッチフレーズ  「笑顔咲くたび 伊達な旅」 
 
   【ロゴマーク】            【宮城県観光ＰＲキャラクター「むすび丸」】 
 
 
 
 
 
 
 
４ キャンペーンガイドブック・ポスターの掲出 
(１)キャンペーンガイドブック 
  各エリアの観光情報やキャンペーン期間中に開催される 
イベント情報などを掲載したキャンペーンガイドブックを 
全国のＪＲの主要駅や旅行会社窓口等で配布いたします。 
 

 (２)ポスター  
   仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会が制作した５連ポスターを全国の主な駅に掲出いたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 ＪＲグループでは、宮城県と隣接する地域(福島県福島市・伊達市、山形県山形市・天童市・最上町、
岩手県一関市・平泉町)の４県９２団体の皆さまと、県境を越えた観光による地域活性化策としての「仙
台・宮城デスティネーションキャンペーン」(以下、仙台・宮城ＤＣ）を開催いたします。 
 宮城県を中心として実施するＤＣは５年ぶり２回目となります。 
 今回の仙台・宮城ＤＣは、観光の持つ力で東日本大震災からの復興に貢献するとともに、「花、食、復
興・鎮魂」をテーマに各エリアの特情を活かした旅の提案を行います。 
 新型車両E5系・E6系の増備によりますます快適になった東北新幹線を活用し、「食」や「湯」による
仙台・宮城らしい過ごし方を提案し、全県民一体となったおもてなしでお客さまをお迎えいたします。 
 キャッチフレーズは「笑顔咲くたび 伊達な旅」。花咲く春のイメージとともに仙台・宮城に訪れるお
客さまを笑顔いっぱいにします。 
 



５ イベント列車・ラッピング列車の運転 
 (１) 多彩なイベント列車を運転  
    仙台・宮城ＤＣのオープニングとして、陸羽東線でＣ１１形蒸気機関車と旧型客車による「ＳＬ湯 
けむり号」や、「リゾートみのり」など魅力ある列車を運転します。ＤＣ開催エリアの各地で列車の 
旅をお楽しみいただけます。 

 
◇陸羽東線を「リゾートみのり」が運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

リゾート   

みのり 

仙 台 9:25 新 庄 12:28 
4/5.12～14.19～21 
26～30 
5/2～6.10～12.17～19 
24～26.31 
6/1.2.7～9.14～16 
21～23.28～30 

みのり３両 
全車指定席 

新 庄 15:00 仙 台 17:37 

◇仙台・宮城ＤＣのオープニングに、陸羽東線でＣ１１形蒸気機関車と旧型客車を運転します。 
列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

ＳＬ湯けむり    

ＤＣ号 

小牛田 9:14 新 庄 12:44 4/6 
Ｃ１１＋

旧型客車３両
＋ 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関車
全車指定席   

新 庄 8:47 小牛田 12:51 4/7 

 

◇石巻線で新しいラッピング列車「石巻線マンガッタンライナー」を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

石巻線マンガッタン  

ライナー 

小牛田 9:27 
石 巻 

浦 宿 

10：07

10：32

毎週土・日曜日 

キハ48系 

２両×２編成 

全車自由席 

小牛田 12：29 石 巻 13：10

浦 宿 

石 巻 

11：09

11：33
小牛田 12：16

石 巻 14：12 小牛田 14：49

 

◇宮城、福島の花の名所に「みやぎ・ふくしま花めぐり号」を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

みやぎ・ふくしま 

花めぐり号 

仙 台 9:08 福 島 10:25 
4/13.14.20.21 

485系６両 

全車自由席 
福 島 14:23 仙 台 15:41 

 

 

 

 



◇仙台～平泉間に「お座敷平泉世界遺産号」を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

お座敷平泉 

世界遺産号 

仙 台 9:12 平 泉 11:15 4/27～29 
5/25.26 
6/22.23 

ふるさと３両 
全車指定席   

平 泉 14:52 仙 台 16:43 

 

◇平泉の藤原まつりにあわせて「お座敷藤原まつり」を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

お座敷 

藤原まつり 

仙 台 9:12 平 泉 11:15 
5/3～5 

ふるさと３両 
全車指定席   

平 泉 14:51 仙 台 16:43 

 

◇50年に１度の山寺の御開帳にあわせて、「新緑山寺御開帳号」を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

新緑山寺 

御開帳号 

仙 台 10:19 山 形 11:42 
5/18.19 

485系６両 

1～3号車 自由席 

4～6号車 指定席山 形 15:22 仙 台 17:10 

 

◇ジョイフルトレイン「ジパング」を東北本線・阿武隈急行線で運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

がんばろう 

宮城福島号 

仙 台 9:08 福 島 13:11 

6/8.9 

ジパング４両 

仙台～槻木間  

全車指定席 

槻木～福島間

全車自由席 
福 島 13:29 仙 台 16:10 

 

◇仙台・宮城ＤＣのクロージングに、東北本線でＣ６１形蒸気機関車と旧型客車を運転します。 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

ＥＬＳＬ仙台宮城 

ＤＣ号 
小牛田 8:04 仙 台 10:32 

6/29.30 

電気機関車＋
旧型客車５両

＋ 
Ｃ６１ 

 全車指定席 

ＳＬ仙台宮城 

ＤＣ号 
仙 台 13:45 小牛田 15:47 

Ｃ６１＋

旧型客車５両

全車指定席 
 

◇子供たちを元気にする「POKÉMON with YOU トレイン」を運転します。 

列車名 発駅 着駅 運転日 編成 

POKÉMON with 

YOU トレイン 

仙台 石巻 6/8.9  キハ100系 
２両 

全車指定席 
（１両プレイルーム）福島 仙台 6/15.16 

 ※「POKÉMON with YOU トレイン」の運転時刻等詳細は、ＪＲ東日本仙台支社のホームページでお知らせいたします。 

 ※指定席のご利用には乗車券のほかに指定席券（５１０円）が必要です。 

  指定席券は、ご乗車になる日の１ヵ月前の午前１０時から、全国のＪＲの主な駅、主な旅行会社の支店・営業所で発売します。 



 (２)イベント列車ヘッドマークデザインの募集  

   仙台・宮城ＤＣエリア内を運転するイベント列車のヘッドマークデザインを募集いたします。 

 

   ヘッドマークデザインを募集する列車 

・SL湯けむりDC号 

・ELSL仙台宮城DC号、SL仙台宮城DC号 

・みやぎ・ふくしま花めぐり号 

・新緑山寺御開帳号 

・お座敷藤原まつり 

・お座敷平泉世界遺産号 

※募集要項等詳細はJR東日本仙台支社のホームページでお知らせいたします。 

 
６ 二次交通の整備 
  被災沿岸部の観光復興支援として、「びゅうばす」の運行、石巻駅発着「駅から観タクン」の設定、「語 
り部タクシー」プラン、気仙沼線ＢＲＴ区間を乗車いただける「小さな旅ホリデーパス（南東北エリ 
ア）」をご用意しました。 

 (１)観光周遊バス「びゅうばす」 
   被災沿岸部の観光復興支援を中心に、便利な観光周遊バス「びゅうばす」を８コースご用意しまし

た。（有料・事前予約制）※ご予約は、ＪＲ東日本のびゅうプラザにて承ります。 
 (２)駅から観タクン 
   ＤＣ開催エリア内の主な駅発着の事前予約不要、定額制の観光タクシー「駅から観タクン」を４駅 
   １４コースご用意しました。各エリアを気軽に周遊いただけます。 
   ・白石駅・白石蔵王駅～５コース 
   ・石巻駅～３コース（被災地観光復興として設定） 
   ・古川駅～６コース 
 (３)復興応援「語り部タクシー」プラン 
   仙台駅を基点とした語り部タクシードライバーによる被災地の案内プランをご用意しました。 
   （有料・事前予約制）※ご予約は、ＪＲ東日本のびゅうプラザにて承ります。 
 (４)割引きっぷ  
   「小さな旅ホリデーパス（南東北エリア）」は4月6日（土）ご利用分からフリーエリアを拡大し、

気仙沼線（BRT）前谷地・気仙沼間もご利用いただけることになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商 品 名：  「小さな旅ホリデー・パス（南東北フリーエリア）」 

発売期間： 2013年４月５日（金）～ 2014年３月３０日（日） 

利用期間： 2013年４月６日（土）～ 2014年３月３０日（日）土・休日および 

４月29日～5月5日、７月20日～８月31日、12月23日～１月７日の毎日 

有効期間： 1日間 

発売価格： 大人 2,600円 小児 1,300円 

発売箇所： フリーエリア内の〈ＪＲ東日本のみどりの窓口、指定席券売機（一部）、びゅうプラザ、主 
     な旅行会社〉。なお上記以外のびゅうプラザおよび「ＪＲ東日本エリアの主な旅行会社」に 
     おいても、フリーエリアを着地に含む旅行商品を同時購入される場合に発売します。 

 



「小さな旅ホリデー・パス（南東北フリーエリア）」【エリア図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 
  仙台・宮城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引換券付きの乗車券袋を、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枚につき午後の紅茶おいしい無糖1本(500mlペッ
トボトル)をプレゼントいたします。 
※ 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2013年4月1日（月）から6月30日（日）です。 
※ 乗車券袋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。 

 
８ 地元における様々な取組みとおもてなし・ＪＲ東日本の取組み 
  別紙をご覧ください。 
 
 
 
 
詳しくは、駅等で配布する「仙台・宮城デスティネーションキャンペーンガイドブック」と仙台・宮城Ｄ
Ｃ公式ホームページ(http://www.sendaimiyagidc.jp)をご覧ください。 
 
 
 
 
 

気仙沼

柳津 

只見 



『平成２５年度 仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）』の概要と取り組みについて

観光を核とした地域づくりの推進

平成２５年度仙台・宮城デスティネーションキャンペーン開催

これまでの大型観光キャンペーンを活用した仙台・宮城の取り組み

【伊達な旅（秋の旅）】のブランド化(ＪＲ東日本管内)

観光自粛ムードと風評被害の早期払拭

観光を核とした地域づくりの推進

◆ 多様な業種の連携、地域主体の取組体制の構築
◆ おもてなしの意識が県民に浸透
◆ 秋の旅の魅力向上・【伊達な旅】のブランド化
◆ 観光客入込数の増加（H22過去最高）⇒東日本大震災の発生
◆ 新たな春の旅のブランド化準備

取り組みの成果

別紙１

花めぐり
キャッチフレーズ

協
議
会

主
催
事
業

春の旅ブランド化の準備（プレＤＣ）

花

食
復興･
鎮魂

＜３つの柱＞

湯めぐり
街歩き
グルメ旅

歴史・文化探訪

◇広域観光バス「松島・平泉号」の運行
◇伊達なバス旅（51本）
◇むすび丸しゃもじ温泉卓球（ピンポン）
大会in宮城

◇仙台・宮城フラワースタンプラリー
◇ＤＣ特別イベント「伊達な杜舞台」
◇手ぶらで観光便サービス
◇プロスポーツとのタイアップ

仙台・宮城ＤＣ
取組のキーワード

連 携

感 謝

再 興

創 造
宣伝展開の

柱 多くの地域を巡る旅
（広域観光推進）

復興・学びの旅

仙台・宮城
春から初夏の旅の提案

観光復興・再生、

観光を核とした地域復興
“春の旅”の魅力創出・向上

多彩な魅力で多様な旅行ニーズに

対応できる観光地へ

東北エリア全体での観光の

盛り上げ・域内流動促進

「地域が潤う、住んでよし、訪れてよしの感動の観光王国みやぎの実現」

目
指
す
成
果

～震災前の水準に回復、そして さらなる飛躍に向けて～

Ｈ１９～Ｈ２０
「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）の開催
Ｈ２１～Ｈ２２
「仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン（ポストＤＣ）の開催
Ｈ２３「仙台・宮城【伊達な旅】復興キャンペーン」の開催
Ｈ２４「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン」の開催



別紙２ 

仙台・宮城ＤＣ １０万人のおもてなし大作戦 

（県民参加型のおもてなしの取組について） 

 

目的 

 仙台・宮城ＤＣに向け，県民１０万人規模による県民参加型のおもてなしの取組を展開し，県民が一

体となったおもてなし意識の醸成とＤＣの盛り上がりを図り，来訪者に「仙台・宮城は旅をしていて心

地よい」と感じていただける，より自然体で具体的な取組を各地域・産業界等で幅広く展開するもの。 

 

（１）缶バッジの着用 

 観光関係者のほか，民間企業・各種団体等におもてなし缶バッジを配布し，皆が缶バッジを着けるこ

とにより，仙台・宮城ＤＣでのおもてなし意識の向上と，受入態勢の一体感を図る。 

 また，窓口を保有している団体等にはミニのぼりを配布する。 

 配 布 先   協議会会員（市町村・ＡＧＴ・銀行・電力・プロスポーツ等） 

ＪＲ関係者 

       宮城県包括協定団体：コンビニ等 

       各道の駅，金融機関等 

       （２）の笑顔でおもてなし隊 

 開始時期  平成２５年２月中旬から 

（２）「笑顔でおもてなし隊」の結成 

 各観光地等での無料のお茶サービスや清掃活動，児童・生徒による列車への手振り運動等，自発的な

取組を行っている団体を「笑顔でおもてなし隊」としてホームページに掲載し，おてもなし缶バッジを

着用してその活動を行う。 

笑顔でおもてなし隊の対象・条件（例示） 

・無料でお茶サービスや道案内，清掃活動等を行っている（行う）方々。 

・直接的な営利目的の活動は対象外（料金に包含されるサービス等） 

・笑顔でサービス・あいさつすること。 

  ・おもてなし缶バッジを着用すること。 など，「誰にでもできる」行動で，おもてなしを行う。 

 ＨＰ・ＤＣガイドブックへの掲載 

ＨＰ：仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会ＨＰへ各おもてなし隊を掲載（H25.2.15～） 

ＤＣガイドブック：ガイドブックでおもてなし隊の取組を紹介（GB：ｐ4） 

おもてなし隊の登録団体数（H25.2.1５現在） 

 ◇仙台・松島エリア ２６団体  ◇ＪＲ東日本グループ  ４１団体 

◇三陸エリア    １４団体           計 １１５団体 

 ◇県南エリア    ２４団体     

◇県北エリア    １０団体 



（３）仙台駅等でのお出迎え  

仙台・宮城ＤＣ期間中，仙台駅や仙台空港等において，団体 

ツアーでお越しいただくお客様をむすび丸と歓迎横断幕による 

お出迎えを実施するもの。 

予行的に１月２１日（月）からお出迎えを実施しており， 

ＤＣ期間中（６月末まで）継続実施する。 

 

（４）おもてなし宣言ポスター   

おもてなし宣言ポスターを観光施設等に掲出し，おもてなしを実践する宮城県民の皆さんのおもて 

なし意識の醸成を図るもの。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）フラッグ・タペストリー  

仙台・宮城ＤＣ期間中に，仙台市中心部アーケード街へＤＣをＰＲする 

フラッグを掲出し，官民一体となって，お越しいただくお客様をお出迎え 

するもの。 

また，各観光施設等には，タペストリーを掲出し，のぼり旗等とあわせ 

て，よりインパクトのあるおもてなしを図るもの。  

※お出迎えイメージ 



JR 東日本の取組みについて 

 

びゅう商品 

往復のＪＲ＋宿泊をベ
ースにびゅうばすや体
験型オプションも選択
できる商品。宿泊は各
エリアの温泉をメイン
に設定。 

仙台・宮城 仙台とりっぷ リゾートみのりで 
行く鳴子温泉郷の旅 

往復のＪＲ＋仙台
市内ホテルでの宿
泊をベースに、仙台
市内の食や街歩き
等の周辺観光をお
楽しみいただける
商品。 

リゾートみのりを利
用し、鳴子温泉郷を
はじめとした陸羽東
線沿線の温泉や食・
体験をお楽しみいた
だける商品。 

■旅市・・・旅市ガイドの案内による旬の旅市メニューを組み込んだ商品 
■駅から観タクン・・・古川駅発６コース、白石・白石蔵王駅発５コースに加え、新規で石巻駅発３コースを設定 
■復興支援商品・・・東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県沿岸部への復興支援商品 
■アクセスガイド・・・二次交通商品をメインに、現地での過ごし方を提案する商品 

① 南三陸・気仙沼復興応援号 4 月～6月の毎週土・日曜日 
仙台駅（9:40）～南三陸町【さんさん商店街】～南三陸町被災地区(語り部ガイドによる案内)～ 
気仙沼線ＢＲＴ専用道（車窓から）～気仙沼市魚市場(語り部ガイドによる案内)・南町紫市場・気仙沼横丁・ 
お魚いちば～気仙沼鹿折地区～一ノ関駅（18:10） 

② 石巻・女川復興応援号 4 月～6月の毎週土曜日 
仙台駅（9:35）～釣石神社～おがつ店こ屋街～蒲鉾本舗髙政(笹かま手焼き体験)～女川町被災地区(語り部ガイドによる案内)～ 
きぼうのかね商店街～仙台駅（18:00） 

③ 名取・亘理復興応援号 4 月 1日（月）～5月 5日（日） 
松島海岸（9:20）～仙台駅（10:00）～名取ゆりあげ・日和山～亘理いちご狩り～昼食・亘理ほっきめし～ 
亘理町被災地区(語り部ガイドによる案内)～岩沼市竹駒神社～金蛇水神社～仙台駅（17:10）～松島海岸（17：50） 

④ 塩釜・松島号 4 月 1日（月）～6月 30 日（日）※除外日：毎週水曜日、4/28.29.5/6.11.12 
秋保・里センター（8:30）～仙台駅（9:45）～鹽竃神社～塩釜市水産物仲卸市場～西行戻しの松公園～ 
瑞巌寺～円通院～キリンビール仙台工場～仙台駅（17:15）～秋保温泉（17:55） 

⑤ 定義と秋保・作並号 4 月 7日（日）～6月 30 日（日）※除外日：5/1 を除く毎週水曜日 
仙台駅（9:55）～定義如来西方寺～ニッカウヰスキー仙台工場～鳳鳴四十八滝～秋保大滝～慈眼寺～秋保・里センター（16:20）～ 
秋保温泉（16:25）～仙台駅（17:20） 

⑥ みやぎ・さくら食べばす「白石城と一目千本桜・蔵の街並み村田」4月 12 日（金）～4月 21 日（日） 
仙台駅（9:10）～白石蔵王駅（10:15）～白石城～一目千本桜～昼食・さくら特製弁当～船岡城址公園・スロープカー～ 
蔵の町・村田～鎌先温泉（17:10）～白石蔵王駅（17:30）～仙台駅（18:30） 

⑦ 食べばす・みやぎ蔵王お釜号「えぼしすいせんまつりコース」4月 27 日（土）～5月 12 日（日） 
仙台駅（9:10）～白石蔵王駅（10:15）～白石城～昼食・白石温麺～えぼしスキー場・すいせんまつり見学～蔵王お釜～ 
遠刈田温泉～鎌先温泉（17:10）～白石蔵王駅（17:30）～仙台駅（18:30） 

⑧ 歴ばす・みやぎ蔵王お釜号「真田幸村と片倉小十郎歴史秘話コース」5月 14 日（火）～6月 30 日（日）※除外日：毎週水曜 
仙台駅（9:10）～白石蔵王駅（10:15）～白石城～当信寺・傑山寺一本杉～昼食・白石温麺～仙台真田氏特別展～蔵王お釜～ 
遠刈田温泉散策～鎌先温泉（17:10）～白石蔵王駅（17:30）～仙台駅（18:30） 

びゅうばす 

ウォーキングイベント 
■駅からハイキング・・・期間中 14 コース設定 

■駅長オススメの小さな旅・・・期間中 70 コース設定（宮城県内） 

「薬湯鎌先温泉の女将と歩く城下町白石、桜めぐり」（白石駅発）、「花見山ウォーキング」（福島駅発）
「御開帳の山寺を目指しカラフルに色づく花ロードを歩く」（漆山駅発）    など 

⑦ 新緑山寺御開帳号（一部自由席、 指定席定員 159 名） 

⑧ がんばろう宮城福島号（一部自由席、定員 178 名） 

⑨ ELSL 仙台宮城ＤＣ号（上り）SL 仙台宮城ＤＣ号（下り） 

  （全車指定席、定員 424 名） 

仙台・宮城デスティネーションキャンペーンは、観光の持つ力で東日本大震災からの復興に貢献するとともに「花、食、復興・鎮魂」をテーマに各エリアの特性や事情に合わせた旅の提案を行います。 

キャッチフレーズは「笑顔咲くたび、伊達な旅」。花咲く春のイメージとともに仙台・宮城に訪れるお客さまを笑顔いっぱいにします。 

■キャンペーン期間 2013 年 4月 1 日（月）～6月 30 日（日）   ■DC エリア 宮城県全域、福島県福島市・伊達市、山形県山形市・天童市・最上町、岩手県一関市・平泉市（4 県 47 市町村） 

 イベント列車の運転 

駅装飾・整備 

① リゾートみのり（全車指定席、定員 104 名） 
リゾートみのりは金土休日を中心に運転します。 
■運転日：4/5.12～6/30 の金土休日および 4/30.5/2 
■区 間:仙台～新庄 
② SL 湯けむりＤＣ号（全車指定席、定員 248 名） 

③ 石巻線マンガッタンライナー（全車自由席） 

④ みやぎ・ふくしま花めぐり号（全車自由席） 

⑤ お座敷平泉世界遺産号（全車指定席、定員 92 名） 

⑥ お座敷藤原まつり（全車指定席、定員 92 名） 

POKÉMON with YOU トレイン  

（全車指定席、定員 48 名） 

仙台宮城ＤＣのオープニングに陸羽東線でＣ11 型蒸気機関車と 
旧型客車を運転します。  
■運転日：4/6.7 ■区 間:小牛田～新庄 

石巻線で新しいラッピング列車「石巻線マンガッタン 
ライナー」を運転します。 
■運転日：毎週土・日曜日 ■区 間:小牛田～石巻・浦宿 

宮城・福島の花の名所に「みやぎ・ふくしま花めぐり号」を運転します。 
■運転日：4/13.14.20.21 
■区 間:仙台～福島 

仙台～平泉間を「お座敷平泉世界遺産号」が運転します。 
■運転日：4/27～29.5/25.26.6/22.23 
■区 間:仙台～平泉 

平泉の藤原まつりに合わせ、「お座敷藤原まつり」を運転します。 
■運転日：5/3～5 
■区 間:仙台～平泉 

50 年に 1度の山寺の御開帳に合わせ、「新緑山寺御開帳号」を運転します。 
■運転日：5/18･19 
■区 間:仙台～山形 

ジョイフルトレイン「ジパング」を東北本線・ 
阿武隈急行線で運転します。 
■運転日：6/8.9 ■区 間:仙台～福島（仙台～槻木は全車指定席） 
                  （槻木～福島は全車自由席） 

仙台・宮城ＤＣのクロージングに、東北本線でＣ61 形蒸気 
機関車と旧型客車を運転します。 
■運転日：6/29.30 ■区 間:小牛田～仙台  

子供たちを元気にする「POKÉMON with YOU トレイ
ン」を運転します。 
■運転日：6/8.9  ■区 間:仙台～石巻 
■運転日：6/15.16 ■区 間:福島～仙台 
※運転時刻等の詳細は JR 東日本仙台支社のホーム
ページでお知らせいたします。 

宮城県内の新幹線停車駅（白
石蔵王駅・仙台駅・古川駅・
くりこま高原駅）に「笑顔咲
くたび伊達な旅」とむすび丸
の装飾を行います。 

【新幹線停車駅の装飾】 

仙台駅に 2月 15日より設置。
4 月 1 日ＤＣ開幕に向け、日
数のカウントを行い、ＤＣ 
開催を盛り上げます。 

【カウントダウンボード】

駅やびゅうプラザに
おいて、フラッグや
のぼり掲出による装
飾を行います。 

【駅・びゅう店舗装飾】 

各駅の駅名標に
むすび丸のキャ
ッチフレーズロ
ゴのステッカー
を貼ります。 

【みのり停車駅の装飾】 
陸羽東線、リゾート
みのりの停車駅にフ
ラッグや乗車位置案
内、横断幕を作成し
ます。 

「宿開通“さくら大橋”からの蔵王連峰を望み『一目千本桜』を楽しむ」（大河原駅発）、「春の松島湾眺望三昧」（松島海岸駅発）
「石巻市内ウォーキングと日和山観桜コース」（石巻駅発）    など 
■駅長オススメ小さな旅プラン・・・期間中 16 コース設定 
「みやぎ蔵王平沢弥陀の杉灯りまつりそぞろ歩き」（白石駅発）、「塩竃街道の歴史を訪ねる」（国府多賀城駅発）
「ゆりあげさいかい市場と『蟹の寺』を訪れる、名取満喫バスツアー」（名取駅発）    など 

別紙３ 
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