２０１ ８年１ ０月 ３１日
東日本 旅客鉄 道株 式会社

「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」キャンペーン
冬の東北の魅力を訴求し、今年は「アクティビティ」を追加して実施します。
冬の東北への観光流動創出に向け、３年目となる今冬も関係自治体（東北６県）
、一般社団
法人東北観光推進機構、旅行会社、観光関係者など地域の皆様と共に「オール東北」で、内容を
さらに充実させた「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」キャンペーンを実施します。
○冬の東北の魅力である「雪祭り＆絶景」
「温泉」
「食」
「酒」に今年度は東北の冬ならではの体
験ができる「アクティビティ」の要素を加え、これらの“ごほうび”を堪能いただける旅行商
品を各旅行会社より提供します。
○冬の東北の絶景地への二次交通「定期観光バス」について、新たに秋田（男鹿）コースを設定
するほか、既存コースもさらにブラッシュアップします。
○「行くぜ、東北。
」のイメージキャラクターである松岡茉優さんが登場するテレビＣＭやポス
ター、またこれまでの Instagram の画像を活用したインスタブックなどを制作し、キャンペ
ーンを盛り上げていきます。
○様々なジャンルで活躍する著名人に実際に冬の東北をご旅行いただいた模様をソーシャルメ
ディアを通して情報発信するプロモーションを展開します。
１

キャンペーン内容
【名 称】行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび
【期 間】２０１８年１２月１日（土）～２０１９年３月３１日（日）
【目 的】東北６県と一体となったキャンペーンを展開することで、
東北の魅力を“ごほうび”として訴求し、冬の東北へ
キャンペーンロゴ
お出かけいただく気運を醸成します。
【協 力】青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、（一社）東北観光推進機構

２

旅行商品の発売
主な旅行会社において、既存の旅行商品の他、
「雪祭り＆絶景」
「温泉」
「食」
「酒」
「アクティビティ」
を“ごほうび”と位置づけた魅力ある旅行商品を発売します。

主な旅行会社パンフレット（イメージ）

【主な旅行企画・実施会社】
㈱JTB、㈱JTB メディアリテーリング、㈱日本旅行、㈱近畿日本ツーリスト首都圏、クラブツーリ
ズム㈱、東武トップツアーズ㈱、㈱びゅうトラベルサービス、㈱農協観光、㈱読売旅行、㈱阪急
交通社、ビッグホリデー㈱、㈱タビックスジャパン
※発売時期および旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。
※旅行商品のパンフレットは、各旅行会社の店頭や WEB 等に順次掲出いたします。

（１）びゅう旅行商品の場合（企画・実施 ㈱びゅうトラベルサービス）
①JR+宿泊がセットの専用個人型旅行商品「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」
冬の東北をお楽しみいただくため、５つの冬の“ごほうび”を「期間限定イベント＆絶景にう
っとり！」
「東北の温泉でゆったり！」
「東北の名物・名酒でほっこり！」
「東北ではじめての体験
にびっくり！」のカテゴリーで商品展開。全８８コース（１０６施設）をご用意します。
【設定日】２０１８年１２月１日（土）～ ２０１９年３月１９日（火）
※１２/２７～１/６は除外日、その他施設により宿泊除外日あり。
※首都圏のびゅうプラザ・ＪＲ東日本国内ツアーサイト・首都圏の主な旅行会社で発売中。

【商品の一例】
■ わかさぎ釣り体験（福島県）～東北ではじめての体験にびっくり！～
釣り道具の用意は不要、インストラクターのレクチャー付きなので、初めての方も安心して
わかさぎ釣りをお楽しみいただけます。宿泊はアクティブリゾーツ裏磐梯。温泉でもお寛ぎい
ただけます。
■ せり鍋（宮城県）～東北の名物・名酒でほっこり！～
宮城県を代表する郷土料理せり鍋。根っこの部分まで丸ごと食べられて、葉っぱ・茎・根っ
こでそれぞれ違う味と食感が楽しめます。宿泊は篝火の湯緑水亭。夕食にせり鍋とオリジナル
ビールをご用意いたします。
■ はなまき星めぐりの夜（岩手県）～期間限定イベント＆絶景にうっとり！～
２月に開催される「はなまき星めぐりの夜」では、願い事を書きこんだランタンを夜空に打
ち上げ、幻想的な光景が広がります。宿泊は花巻温泉また志戸平温泉の２施設からお選びいた
だけます。
※「はなまき星めぐりの夜」へのご参加には旅行商品の他に別途申込み・現地でのお支払いが必要となります。

わかさぎ釣り体験

せり鍋

「写真提供：裏磐梯観光協会」

はなまき星めぐりの夜
※写真は全てイメージです。

②東北を周遊する添乗員付きの旅行商品
「2018SENDAI 光のページェント」開催時期におけるハイグレード車両「なごみ（和）」の運行
や、
「八戸えんぶり」
「黒森歌舞伎」などのイベント・祭りを含めたコース、
「とれいゆつばさ」な
ど「のってたのしい列車」利用の旅、グランクラス利用の南東北周遊の旅、東北の秘湯・名湯を
楽しんでいただくコースなど、冬の東北の魅力溢れる観光地を周遊する添乗員付きのエスコート
商品を約７０コース（予定）設定します。
※設定日・発売日はコースによって異なります。

【商品の一例】
■ のってたのしい列車
１２月１日に「とれいゆつばさ」を利用し特別運行される「酒三昧！！南東北地酒ごほうび
号」に乗車し宮城・福島・山形の地酒を車内で堪能するコースや、東北のレストラン列車「TOHOKU
EMOTION」に乗車し太平洋の絶景と食事をお楽しみいただくコースをご用意しています。
■ 東北の冬の祭り
「なまはげ柴灯（せど）まつり」を筆頭に、
「八戸えんぶり」や「黒森歌舞伎」など東北の冬
ならではの祭りやイベントを含めたコースをご用意しています。
■ 東北の秘湯・名湯
渓谷沿いにたたずむ秘湯の一軒宿「青荷温泉」やヒバ千人風呂で知られる「酸ヶ湯温泉」、東
北の冬の風物詩「蔵王の樹氷」が楽しめる「蔵王温泉」など、東北の秘湯・名湯を堪能するコ
ースをご用意しています。

せ

ど

とれいゆつばさ

なまはげ柴灯まつり

青荷温泉

酸ヶ湯温泉

※写真は全てイメージです。

（２）JR 東日本ダイナミックレールパックの場合（企画・実施 ㈱びゅうトラベルサービス）
「JR 東日本ダイナミックレールパック」を使って対象期間に東北
６県の宿泊施設（約３４０施設）に予約かつ宿泊をすると、決済時に
表示価格より５％オフします。
【予約対象期間】２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
【宿泊対象期間】２０１９年２月２日（土）～３月３１日（日）
【申込WEBサイト】http://www.eki-net.com/travel/drp/

３

「定期観光バス」の充実
冬の東北の絶景地へのアクセス手段として、訪日外国人を含むお客さまを対象に、仙台駅・盛岡駅・
青森駅・秋田駅のターミナル駅から、その場で誰でもご利用いただける定期観光バス４コースを運行
します。
今年度は秋田県の男鹿半島をめぐるコースを新設します。また、既存のコースについても立ち寄り
箇所の追加などコースのリニューアルを行うほか、施設料金の割引などご乗車のお客さまへの特典も
ご用意します。
※ジェイアールバス東北㈱運行、１０月３１日時点認可申請中。
※コースの詳細はジェイアールバス東北㈱のホームページ等でご確認ください。

【運行コース】
① 秋田駅発 ：
「寒風の入道崎と男鹿なまはげ号」
② 仙台駅発 ：
「絶景の蔵王樹氷号」
③ 盛岡駅発 ：
「雪原の一本桜と小岩井号」
④ 青森駅発 ：
「白銀の八甲田樹氷号」

しんざん

男鹿真山伝承館

「写真提供：小岩井農牧㈱」

小岩井冬の一本桜

蔵王の樹氷

八甲田の樹氷

※写真は全てイメージです。

４

えきねっと・モバイル Suica 会員限定 冬の東北キャンペーン
対象期間中に「えきねっと」または「モバイル Suica 特急券」をご利用のお客さまの中から抽選で、
素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。
さらに、対象期間中にグランクラスをご利用のお客さまに W チャンスで、抽選で「えきねっとポイ
ント」
、
「モバイル Suica チャージ」が当たります。
【応募期間】２０１８年１１月７日（水）～２０１９年３月３１日（日）
【対象期間】２０１８年１２月７日（金）～２０１９年３月３１日（日）乗車分
【応募条件】東北６県（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）
のいずれかの新幹線停車駅を発駅または着駅とする新幹線指定席
をご利用いただいたお客さま
【賞
品】
・東京ステーションホテルペア宿泊券（ディナー付） １０組２０名様
・
「のってたのしい列車」体験ツアー
２５組５０名様 他
【応募方法】キャンペーン専用サイトの応募フォームからエントリー
東京ステーションホテル（イメージ）
（URL）https://www.jreast.co.jp/eki-mob-cp/tohoku2018/ （11 月 7 日 14：00 オープン予定）
※応募条件、賞品等の詳細はキャンペーン専用サイトをご参照ください。

５

プロモーション展開
「行くぜ、東北。
」のイメージキャラクターである松岡茉優さんと５つの冬の“ごほうび”から「温
泉」
「食･酒」
「アクティビティ」をデザインし、アイコンの組み合わせで冬の東北の魅力を PR します。

ポスター（イメージ）

（１）専用 WEB サイト開設、インスタブック、インスタ動画での PR
東北６県でおすすめの「雪祭り＆絶景」
「温泉」
「食」「酒」「アクティビティ」、
インスタブック（イメージ）
イベントなどの情報を専用 WEB サイトやインスタブックで発信します。
また、様々なジャンルで活躍する著名人が東北６県を旅する動画配信を専用 WEB サイトや
SNS 等で発信します。※インスタブックは東日本エリアの主な駅・びゅうプラザで 11 月 7 日以降配布します。
【専用 WEB サイト】http://ikuze-tohoku.jp/ikuze2018-gohoubi/ （11 月 6 日 14：00 オープン予定）
（２）海外でのプロモーション展開
訪日外国人旅行者のお客さま向けには、専用 WEB サイトでの情報発信を行うほか、東北観光推進
機構や国際航空会社等と連携し、主にアジア市場を中心に、冬の東北の魅力訴求および東北商品の
プロモーションを強化します。
【専用 WEB サイト】http://ikuze-tohoku.jp/go-tohoku/ （11 月 6 日 14：00 オープン予定）
（３）
「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」産直市の開催
キャンペーンスタートに合わせて、東北各地の地産品を取り揃えたイベントを開催します。
■行くぜ、東北。東北６県絶品集合
【開催期間】２０１８年１１月７日（水）～９日（金）
【開催時間】１１：００～２０：００ ※営業時間は予告なく変更になる場合があります。
【開催場所】東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」
新幹線を使って運ぶ、宮城の朝採れ野菜や果物も販売いたします。
※収穫状況等により、内容の変更や販売が中止される事がございます。
・利用列車：やまびこ 138 号 仙台発 11：44 / 東京着 13：48
・⽣産地（販売品目）
： 宮城県亘理郡山元町（イチゴ）、宮城県仙台市（トマト）
■東北６県産直市
【開催期間】２０１８年１１月１５日（木）～１７日（土）
【開催時間】１１：００～２０：００ ※最終日は１７：００まで
【開催場所】上野駅中央改札外グランドコンコース
産直市の様子（イメージ）

