2021 年 3 月 16 日
東北デスティネーションキャンペーン推進協議会
JR グループ

「東北デスティネーションキャンペーン」の開催について
東北デスティネーションキャンペーン推進協議会と JR グループは、2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日
に、「東北デスティネーションキャンペーン」（以下、「東北 DC」
）を開催します。
東日本大震災から 10 年、皆さまからの温かいご支援を励みに、「観光の力で東北を元気に」とい
う想いを胸に歩んできました。東北 DC を通して、これまでの感謝の気持ちを世界中の皆さまにお伝
えしたいと考えています。
東北 DC では、テーマ別に東北 6 県の観光コンテンツをかけ合わせた「東北の魅力」を創出し、デ
ジタルを活用した情報発信やデータ収集・分析、国内外からの誘客、東北エリア内の流動拡大によ
り、東北観光のブランド化を進めます。また、東北 DC を通じて得たノウハウや知識をレガシーとし
て、将来につなげていきます。
東北 DC をきっかけに、いち早く新型コロナウイルス感染拡大の影響から立ち上がり、今度は東北
から世界に元気をお届けしたいと考えています。
「巡るたび、出会う旅。東北」
、東北でお待ちしています。に 0 年、皆さまからの温かいご支援を
励みに、
「観光の力を通して、これまでの感謝の気持ちを世界中の皆さまにお伝えしたいと考えてお

１
開催概要
ります。
東北ＤＣでは、東北６県の魅力をかけ合わせた「東北の魅力」を創出し、デジタルを活用した情
報発信やデータ収集・分析により、東北観光のブランド化を進め、ノウハウ、知識、レガシーとし
（１）キャンペーン期間
て、将来につなげて参ります。また、国内外からの誘客に加え、東北エリア内の流動拡大にも注力
2021 年 4 月 1 日（木）～9 月 30 日（木）
します。
（２）開催エリア
東北ＤＣをきっかけに、いち早く新型コロナウイルス感染症の影響から立ち上がり、今度は東北
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
から世界に元気をお届けしたいと 8 考えております。
（３）キャッチフレーズ・ロゴマーク
ぜひこの機会に東北を巡っていただき、東北という地の奥深さ、そして復興に向けて歩む姿から、
【日本語版】
【英語版】
新たな東北との出会いをお楽しみください。「巡るたび、出会う旅。東北」、 東北でお待ちしてお
ります。

東北 6 県の「六」をモチーフに、旅する人間の姿をアイコン化。背景の日の丸とともに、躍動的な東
北の旅を表現。インバウンド誘客も意識し、直感的に和を感じられるデザインとしています。

（４）実施主体
東北デスティネーションキャンペーン推進協議会、JR グループ
※東北デスティネーションキャンペーン推進協議会
会

長：小縣方樹（
（一社）東北観光推進機構 特別顧問）

構成団体：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、東北 DC 青函推進委員
会、いわて観光キャンペーン推進協議会、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会、秋田の観光
創生推進会議、山形 DC 推進協議会、
「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会、東日
本旅客鉄道㈱ 仙台支社・盛岡支社・秋田支社・水戸支社・新潟支社、(一社)東北観光推進機構
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２

東北 DC の事業体系
東北 DC では、様々な分野の皆さまと連携し、力をかけ合わせて事業を進め、東北 DC を通して得た

ノウハウや知識を、レガシーとして将来につなげます。
様々な分野の皆さまとの連携により推進
東北周遊を促進

「東北の魅力」を創出

国内外に情報発信

旅行商品などによる誘客

便利に安心して旅行できる環境整備

東北在住者の東北旅行促進

東北の地産品などの消費拡大

ノウハウ、知識をレガシーとして将来につなげる

３

実施概要

(１)テーマで各県の観光コンテンツをつなぎ「東北の魅力」を創出します。
) ① 6 つのテーマ、24 のカテゴリーで東北の魅力を創出
【
花
】 桜、花
【自然・絶景】 雪解け、新緑、水辺、体験、アウトドア、絶景、フォトジェニック
【歴史・文化】 歴史・文化、縄文文化、城・サムライ、おくのほそ道、祭り、伝統工芸、
美術館・博物館、アート、ローカル鉄道
【 酒・食 】 ご当地グルメ、フルーツ、酒、発酵食
【 温 泉 】 温泉
【 復 興 】 復興
https://dc.tohokukanko.jp/digital_guide/

■東北の雪解けの風景

【青森県・八甲田雪の回廊】

【秋田県・秋扇湖の水没林】

【福島県・尾瀬の雪解け】

【宮城県・蔵王エコーライン】
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【岩手県/秋田県・八幡平ドラゴンアイ】

【山形県・白川湖の水没林】

② 東北 DC 期間中、約 200 の特別企画を実施(一例)

https://dc.tohokukanko.jp/dc-feature/special_plan/

■櫛引八幡宮 神主・
巫 女 が ガイ ド す る社
殿＆国宝館ナイトツア
ー（青森県）

■つなぎ温泉で盛岡
さんさ踊り公演
（岩手県）

■滑津大滝夏のライト
アップイベント
（宮城県）

■東北ＤＣオープニングセレモニー

■日の入りの灯台参
観＆朝露に濡れる雲
昌寺あじさい拝観！
男鹿半島の絶景レア
体験（秋田県）

■丑歳御縁年記念出
羽三山生まれかわり
の旅（山形県）

■鶴ヶ城スカイランタ
ン～希望の灯り～
（福島県）

■JR フルーツパーク仙台あらはま
オープン
震災で被害を受けた荒浜地区に 2021
年 3 月に開業。一年を通して旬の果物
の摘み取りができ、
直売所、カフェ・
レストラン、加
工体験室も併設
した施設です。

4 月 3 日に、東京駅から団体専用臨
時新幹線｢東北 DC 復興号｣を運行し、
東京駅と東北の主要駅（新青森、盛
岡、仙台、秋田、山形、福島の各駅）
で、東北 DC オープニ
ングセレモニーを実施
します。

③ 4,200 を超える東北の観光コンテンツをデータベース化し、東北 DC ホームぺージで紹介
https://www.tohokukanko.jp/sozaishu/index.html

(２)「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
① 「巡るたび、出会う旅。東北

デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン」の実施

■巡るたび、出会う旅。東北 デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン
東北エリア内約 1,300 のスタンプスポット、約 1,000 箇所のクーポン特典を楽しめる、
スマートフォンによるスタンプラリーを実施します。
https://dc.tohokuk
anko.jp/dc-stamp・抽選で延べ約 2,000 名様に賞品が当たる！
coupon/?utm_source
・東北各県を巡るほど、エリア賞の応募チャンスが増える！
=ttpo_a_004&utm_me
dium=qr&utm_campai
・7 つのテーマラリーも実施！
gn=dc_rally
①東北・夢の桜街道コース ②東北の酒を楽しむ旅、巡る旅コース
③みちのく潮風トレイルコース ④みちのく城巡りコース ⑤癒しの湯巡りコース
⑥のんびりローカル線コース ⑦自然満喫迫力のダム巡りコース

② 東北 6 県周遊列車や 100 本以上の観光列車を運行
■東北周遊列車
「巡るたび、出会う旅。東北」号
・東北 6 県を周遊
（6 泊 7 日の行程）
・特別観光企画を組込
・乗車記念グッズを用意

のってたのしい列車乗継周遊
・東北 6 県を周遊
（６泊 7 日の行程）
・魅力ある列車が多数
・地域でのおもてなし

■主なのってたのしい列車
TRAIN SUITE 四季島
・東北 DC 特別運行
東北 6 県周遊 4 泊 5 日
・初の仙台発着ルート
・出発前夜イベントの開催
・

【TOHOKU EMOTION】

【リゾートしらかみ】

カシオペアクルーズ
・東北 6 県を周遊
・各地にて特別企画
・地域でのおもてなし
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【越乃 Shu*Kura】

【フルーティアふくしま】

【海里】

【ジパング】

■五能線「リゾートしらかみ」で新サービスをスタート
〇五能線モバイルオーダー「ごのたび」
事前にスマートフォンなどからお弁当
やスイーツを注文し、駅の指定箇所で受
け取る新しい旅の提案をします。
〇透過型ディスプレイ「e-モーションウインドウ」
日本初の取組みとして鉄道車両の窓と
一体化した透過型ディスプレイを
試験搭載します。

③

【ジパング】

【海里】

便利でお得なレンタカーやバス、タクシープランの充実
■駅レンタカー(JR 東日本レンタリース㈱)

■観光周遊バス「びゅうばす」

○東北 DC に合わせ多彩なプランをご用意
八戸・新青森・弘前限定｢オープンカー｣プラン
やレンタカーと謎解きを組み合わせた
新企画「駅レンタカー＋リア
ル宝探し」を提案します。

「震災復興 10 年の歴史を学
ぶ！」コースを含む計 9 コース
を設定します。

■定額制周遊観光
タクシー
「駅から観タクン」
東北 6 県計 28 コー
スを設定します。

https://www.jrerl.co.jp/

(３)デジタルツールを活用し、
「東北の魅力」を国内外に発信します。
（３）デジタルツールを最大限活用し、
「東北の魅力」を国内外に発信します。
① 旅マエ（旅行前）
：デジタルとリアルを組み合わせた東北の旅を喚起する情報発信
■ＷＥＢ広告
各種データ分析により、
ターゲットに合わせた媒体
と内容で WEB 広告を実施し
ます。

■地元のおすす め情報
発信「＃東北 PR 局」
東北 PR 局長を中心に、
東北在住の皆さまが地元
のおすすめ情報を発信し
ます。

■東北ＤＣナビ
ガイドブックの誌面と二次元バーコードで連
携し、デジタル版ガイドブックとして情報を提供
します。

https://dc.toho
kukanko.jp/digi
tal_guide/

■テレビ CM、動画配信

【東北 LIVE ＣＭ】

https://youtu.b
e/QV6oyJ0tuYE

■ポスター

【駅や列車内で動画配信】

【ＪＲグループポスター（宣言編・春／宣言編・夏）】

https://dc.tohokukan
ko.jp/dc-feature/

【東北ＤＣ5 連ポスター（春）】

辰巳菜穂さん（福島県郡山出身）のイラストで作成
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■ガイドブック

【旅の手帖３月号特別付録
東北ＤＣハンドブック】

【東北 DC ガイドブック（春）】

全国の主な書店などで販売
（取り寄せ可）

全国の主な駅で配布

【トランヴェール】

【JR 東日本観光誘致パンフレット】

ＪＲ東日本の主な駅で配布

ＪＲ東日本の新幹線車内で配布
（期間中東北 DC 情報を掲載）

全国の主な駅で配布

【青森県・道南】

【岩手県】

【宮城県】

【秋田県】

【山形県】

【福島県】

東北各県の主な駅や観光施設にて配布

■新幹線・特急列車ラッピング
東北、山形、秋田新幹線（各 3 編成）
、常磐線車両（4 編成）に東北 6 県の観光 PR キャラクターなどをラッピング

【東北新幹線 E5 系車両】

■東北の魅力を体験できるイベント
JR 東日本の山手線・新幹線主要駅にて、東北の魅力を体験できる AR 技術を
活用したイベントを開催します。
※AR：「Augmented Reality（拡張現実）
」の略。現実の景色にデジタル情報を
重ね合わせて、現実世界に仮想のものを表示させる技術

② 旅ナカ（旅行中）
：スマートフォンや立ち寄り箇所での東北エリア内周遊を促進する情報発信
■『JR New Style ナビ TOHOKU』
～「手のひらからお出かけを。」～

東北 DC の情報を一元的に発信するた
め特別企画や観光情報のほか、JR 東日
本が提供するサービスも紹介、旅の楽
しみ方の提案と旅行手配をスムーズに
します。

■デジタル周遊スタンプ
ラリー参加者にスマート
フォンの位置情報で周
辺情報発信

※4 月中旬
より配信開
始予定

■東北広域観光パンフレット
(東北マップ付)
東北エリ
ア内の駅や
コンビニ各
店に設置し
ます。

https://www.jreast.co.jp/newstylenavi_tohoku/

③ 旅アト（旅行後）
：東北への再訪や地産品の購入、SNS でのシェアを促す情報発信
デジタル周遊スタンプラリーご参加の方などへ、スタンプラリーの再参加や地産品購入、SNS への
投稿を呼び掛けます。
④ 訪日外国人や在留外国人の方々に向けた WEB 広告や東京拠点での情報発信
■ジオターゲティング
WEB 広告
位置情報を活用し、訪
日中または在留の外国
人の方々に対して東北
の情報を発信します。

■「JAPAN RAIL CAFE（東京、シンガポール、
台湾）」での情報発信

【JAPAN RAIL CAFE（東京）】
旅行カウンター
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■「 東北 ハ ウス」 に 東
北ＤＣブースを設置
東京 2020 大会期間内に
東京で開催される「東北
ハウス」
で PR し
ます。

※TOHOKU MaaS の
詳細は別冊

（４）便利に安心して旅行できる環境でお迎えします。
① 「TOHOKU MaaS」を 6 県 8 エリアで展開
地域の「おいしい」
「楽しい」
「なるほど」めぐりを、スマホひとつに
ギュッと詰め込んだ、旅のマーケットプレイスです。
【TOHOKU MaaS 展開エリア】
青森県：青森・弘前エリア
秋田県：秋田・男鹿および角館エリア
岩手県：一関・平泉エリア
山形県：置賜および庄内エリア
宮城県：仙台・宮城エリア
福島県：会津エリア

【主な提供サービス】
・交通電子チケット：JR 線、高速バスなどの電子チケット
・オンデマンド交通：弘前、角館、一関、秋保の 4 地区で運行
・東北 MaaS チケット：
地域の味覚やアクティビティなどを楽しむ全エリアで共通のチケット
・駅レンタカー予約：
エリア内の 30 か所の営業所からのご利用分を特別価格で予約
・旅行プランニングサービス：
モデルコースなどに基づきお好みの旅行プランを組み立てられる機能

・函館周辺での観光型 MaaS「道南 MaaS」実証実験
※「道南ＭａａＳ」は JR 北海道が提供するサービスです

【道南 MaaS 展開エリア】
【主な提供サービス】
・交通電子チケット：JR 線、バス、市電などに乗降自由
なフリーパス型の電子チケット
・おすすめ観光スポット紹介
・おすすめスポットまでの経路検索
・スマートフォンの画面提示による乗降および
特典サービスの提供

② キャッシュレス環境の整備
キャンペーンなどを通じ、便利な Suica 等交通系電子マネーやクレジットカードの利用促進に
努め、東北各県でのキャッシュレス決済の環境を整備します。
③ 観光案内やお土産、飲食メニューなどの多言語化

■非接触型ＡＩ案内システム
安心してお使いいただけるスマート
な案内システムで様々な質問に対応

④ 各県の観光案内所での東北広域観光案内
仙台市の「東北の観光案内所ネットワーク化事業」に参画
する 42 箇所で、東北広域の観光情報を案内します。
⑤

「非接触型 AI 案内システム」の主要駅への設置や安心・

安全に旅を楽しむ環境づくり
（イメージ）

⑥ 歓迎の気持ちを込めたお出迎え

■旅の安心グッズの提供
観光案内所でマスクケース配布、団
体ツアー参加者には、「旅の安心グッ
ズ」を提供

【駅での歓迎横断幕】

【缶バッジ】

【のぼり旗】

【ステッカー】

【マスクケース】

6

【紙石鹸】

(５)「東北の魅力」を楽しむ商品を設定し、東北へ誘客します。
①

各旅行会社などと連携し、東北 DC に合わせた特別企画商品を販売
■TOHOKU Rail&Air 商品

■TOHOKU Rail&クルーズ商品

東北域内の各県空港間を運航する
航空機（チャーター便）と観光列車
や新幹線を組み合わせた特別企画商
品を設定します。

東北域内の主な港を寄港地とする
クルーズ船と JR の新幹線を組み合
わせた、新しい形で東北周遊を楽し
める DC 特別企画商品を設定します。

※搭乗・乗車証明書、記念グッズを
プレゼントします。

※船内では地域関連イベントや東北の食材
メニューなどを提供予定です。

クルーズ船

■各社の旅行商品（パンフレット、ＷＥＢぺージ）

※その他、
「JR 東日本ダイナミックレールパック」など、多数ご用意します。
②

各宿泊施設が東北 DC 特別宿泊プランを販売

③

東北 DC に合わせたきっぷの販売
えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（50％割引 東北・
山形・秋田・北海道新幹線用）
」
、大人の休日倶楽部会員限定「大人の
休日パス東日本スペシャル」などを設定します。

【東北 DC 特別宿泊プラン】

(６)東北在住の皆さまの東北エリア内旅行を促進します。
①

「東北の魅力」を楽しむ、東北エリア内発着旅行商品などの充実

②

東北各地のイベント情報を東北 DC ホームページに集約

③

東北在住者による地元のおすすめ情報発信「＃東北 PR 局」

④

ラジオ、フリーペーパーなどによる周辺県の情報提供

【ＪＴＢの現地観光プラン】

■東北エリア内発着の旅行商品や現地観光プラン
東北の魅力を再発見する旅をパンフレットや WEB サイトで
紹介します。

■駅からハイキング
東北各地で全 82 コースを実施します。

https://www.jreast
.co.jp/ekihai/dc/
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八幡平

地元ガイドとあるく“八幡平ドラゴンアイ”

(７)東北の地産品などの消費拡大を図ります。
①

デジタル周遊スタンプラリーで、東北域内約 1,000 箇所でデジタルクーポンの提供

② 東北地域活性化ブランド「東北 MONO」の展開
③ 東北産食材を使った｢TOHOKU SALAD -とうほくサラダ-｣の提供
④

各商業施設などでの東北地産品などの販売拡大
■『東北 MONO』

【東北 MONO ロゴマーク】

■TOHOKU SALAD

JR 東日本グループが東北の
皆さまとともに東北の魅力を
掘り起こすブランディング事
業「東北 MONO」
（トウホクモノ）
として、新しい東北のブランド 【産直市イメージ】
づくり、産直市・物産展・食材
フェアの開催、地域事業者との
ネットワークづく
り、東北観光プロモー
ションを実施します。

https://www.jreast.co.jp/tohokumono/

■NewDays,NewDays
KIOSK「東北 DC フェア」
の開催
東北食材使用のオリジナ
ル商品などを販売します。

飲食店や宿泊施設、お惣菜店などで
東北食材をメインにしたサラダを提
供。東北の食材を通して東北の魅力を
伝えると共に東北産品の消費を拡大
します。

https://dc.toho
kukanko.jp/dcfeature/special
_plan/salad/

【ステッカー】

■のもの「東北 6 県フェア」
郷土料理の商品化や各県の
おつまみ、総菜、お酒などを販
売します。

■東北 6 県ＤＣ
産直市

■東北 6 県地産品
車内販売

東京駅、上野駅、
大宮駅で東
北 6 県の地
産品を販売
します。

列車内で地産品や
スイーツなどの
企画商品を
販売します。

(８)様々な連携や「TOHOKU サポーター」と共に東北 DC を盛り上げます。
① 東北 DC 協賛企業による協力
〇キリンビール㈱、キリンビバレッジ㈱
「デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン」の賞品としてドリンクを提供
〇㈱交通新聞社
東北 DC 特別付録付き「旅の手帖」を販売
② 様々な企業・団体などとの連携による事業推進
【連携いただく企業・団体】
（五十音順、敬称略、2021 年 3 月 15 日現在）
ANA グループ、㈱セブン-イレブン･ジャパン、全農東北プロジェクト（JA 全農）、
（一社）東北経
済連合会、東北六県商工会議所連合会、日本航空㈱、NEXCO 東日本東北支社、FINE 東北（東北観
光金融ネットワーク）
、㈱ファミリーマート、㈱ローソン
※今後、具体的な実施内容が決まる企業・団体については、改めてご紹介します。
③ 「TOHOKU サポーター」による東北 DC の盛り上げ
〇Welcome to TOHOKU 隊（東北に在住の方）
登録数：1,714 件（個人・団体）、42,522 人
〇TOHOKU Fan（東北以外に在住の方）
登録数：1,247 件（個人・団体）
※登録数は、2021 年 3 月 15 日現在
https://dc.tohokukanko.jp/dc-welcome/
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(９)各県の特徴を活かし、
「東北の魅力」を高めます。
■青森県

■岩手県

青函広域周遊をおすすめします!

「あなわん運動 2.0」の展開

縄文時代の遺跡
をはじめとした観
光素材で、昔から
津軽海峡を挟んだ
交流が盛んな青森
県と道南の魅力を
発信します。

｢わんこきょうだい｣をリーダー
に岩手ならではの魅力の発信とお
客様へのおもてなしを実践します。

■秋田県

■山形県
山形の体験型商品をふるさと納税
返礼品化
山形県のふるさと納税の返礼品
に「最上川舟下り」
など体験型商品
を取り入れ観光
PR と誘客促進
を行います。

ＩＣＴを活用したプロモーション
東北 DC 特別企画の会場と首都圏
をオンラインで結び、秋田の魅力や
食を発信する誘
客イベントを
実施します。

■宮城県
仙台すずめ踊りでお迎えします!
宮城県を訪れた皆様を歓迎して、毎
週土曜日（一部除く）に仙台駅前にて
伝統の仙台すずめ踊りを披露します。

■福島県
発酵ふくしま・甘酒のおもてなし
日本酒、味噌、醤油など豊かな発酵
文化でお客さま
をおもてなし
します。お宿
では甘酒を提
供します。

(10)東北 DC の事業で得られるデータなどを、今後の東北活性化に活かします。
各種デジタル施策などで得られるデータの分析結果や、ノウハウ・知識をレガシーとして、将来につ
なげていきます。

４

目標
東北 DC では、新型コロナウイルス感染症による厳しい環境の中で、いち早く観光需要を回復させる

ため、2019 年度実績に近づけることを目指します。
（2019 年 4-9 月実績） 観光入込客数

5,832 万人回（東北 6 県合計値）

延べ宿泊者数

2,307 万人泊（東北 6 県合計値）

JR グループ各社では、お客さまに安心して鉄道をご利用いただくために、新型コロナウイルス感染症
対策に関する取組みを実施しています。詳しくは、各社のホームページをご覧ください。
※本資料に記載した内容は、2021 年 3 月 16 日現在のものです。
新型コロナウイルスなどの状況により、変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。
※写真・イラストはすべてイメージです。
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【別紙】
東北デスティネーションキャンペーン
プレスリリース詳細
目次
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（２）「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。

...................................................................................... P.3
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東北デスティネーションキャンペーン推進協議会
東日本旅客鉄道株式会社
※本資料に記載した内容は、2021 年 3 月 16 日現在のものです。
新型コロナウイルスなどの状況により、変更・中止になる場合がございますのでご了承ください。
訪問前に公式ホームページなどで最新情報を確認ください。

【資料 1】テーマで各県の観光コンテンツをつなぎ「東北の魅力」を創出します。
①6 つのテーマ、24 のカテゴリーで東北の魅力を創出
各県のコンテンツをテーマごとにつなぐことで訴求力を高め東北の魅力としてガイドブックやホームページで紹介します。
６つのテーマ、24 のカテゴリー
【
花
】
桜、花
【自 然 ・ 絶 景】
雪解け、新緑、水辺、体験、アウトドア、絶景、フォトジェニック
【歴 史 ・ 文 化】
歴史・文化、縄文文化、城・サムライ、おくのほそ道、祭り、伝統工芸、美術館・博物館、アート、ローカ
ル鉄道
【酒
・
食】
ご当地グルメ、フルーツ、酒、発酵食
【温
泉】
温泉
【復
興】
復興

②東北 DC 期間中、約 200 の特別企画を実施
■ガストロノミー
温泉地を拠点にその土地を歩き
ながら、その土地ならではの食を
楽しみ、歴史や文化を知るガスト
ロノミーツーリズム。
東北ＤＣ期間中に、初めて東北
６県で開催します。

糖度が高い岩木山
麓の朝どれトウモロコ
シの収穫体験を実施
します。

【秋田県】「マタギの星空山
北秋田の森吉山」
澄み切った空気と星空が
綺麗な森吉山で、「秋田内
陸線」の「AKITA 星空列車」
での星降る無人駅を目指す
企画などを実施します。



普代浜園地キラウミ ビーチヨガ
（岩手県普代村）

手ぶらでお洒落なキャンプ
（秋田県男鹿市）

■四寺廻廊
平安時代、慈覚大師円仁が
開いたと言われる４つのお寺、
松島の瑞巌寺、山寺の立石寺、
平泉の中尊寺と毛越寺を巡る
四寺回廊では、特別法話や特
別御朱印帳の販売を行います。

【青森県】朝どれ嶽きみ収穫体験

東北で楽しむアウトドア

十和田湖カヌーツアー
（青森県十和田市）

松島湾絶景パラグライダー
（宮城県七ヶ浜町）

蔵王ロープウェイ
（山形県山形市）

爽快シャワーウォーク体験
（福島県二本松市）

【岩手県】奥の正法寺・秘佛本尊
「如意輪観世音菩薩坐像」御開帳

【宮城県】みやぎ寿司海道
（塩竈地区）

大梅拈華山圓通正法寺（奥の正法寺）
にて、正法寺大梅の秘佛本尊「如意輪
観世音菩薩坐像」を御開帳します。

寿司のまち塩竈で、
個性派寿司店が東北 DC
特別メニューで美味の
競演です。

【山形県】やまがた発進化系さくらんぼ狩り

【福島県】霧幻峡の渡し「和船手漕ぎ体験」

採れたてのさくらんぼでオリ
ジナルのフルーツパフェが作れ
ます。ＳＮＳ映えもバッチリです。

夏の朝・夕に川霧に包まれ
る幻想的な景色が美しい只
見川渓谷で運航している「霧
幻峡の渡し」で、和船の手漕
ぎを体験できます。

オープニング列車「東北 DC 復興号」 団体専用列車
東北 DC のオープニングを飾る新幹線が、東京駅から新青森および秋田まで運行します。東北 DC 特別企画を組み込ん
だ旅行商品を発売いたします。
運転日

4/3

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

新青森

E5 系 10 両

東京

(11:08)

＋

上野・大宮・福島・

秋田

E6 系 7 両

仙台・盛岡

（１２：０１）

（盛岡駅で分割）

（7:28）

途中停車駅

発売旅行会社

※福島駅では山形新幹線「とれいゆつばさ」（福島駅 10:02 発－山形駅 11:19 着）に乗継できます。
※出発セレモニーを東京駅の東北新幹線 20/21 番線ホーム（7：00～7：25）にて実施予定です。また、停車駅においては、
歓迎セレモニーなどが予定されています。


東北新幹線グランクラス軽食を地元出身の料理長が監修
福島県出身で日本料理店「分とく山」総料理長 野﨑洋光（のざき ひろみつ）氏監修のもと、東北 6 県の地域の食を味わえ
る新たな軽食をグランクラスで提供します。また、日本酒およびお茶菓子もリニューアルします。
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【資料 1】テーマで各県の観光コンテンツをつなぎ「東北の魅力」を創出します。



提供開始日 2021 年 4 月 1 日より
提供列車
東北・北海道新幹線「はやぶさ」グランクラス（飲料・軽食あり）

＜軽食＞
東北・北海道新幹線（下り）

東北・北海道新幹線（上り）

・三陸わかめ俵握り（福島県産「福、笑い」使用）
・俵握り（福島県産「福、笑い」使用）
・鰆利休焼き
・筍・にしんの煮物、蕗・そら豆
・秋田雅香 文化和へ など

・南部握り（宮城県産「ひとめぼれ」使用）
・庄内麩くるみ味噌和へ
・帆立磯辺巻き
・鮭味噌焼き
・鶏の秋田揚げ煮 （秋田県産しょっつる使用）
・いか人参
など

＜監修者＞野﨑 洋光氏
〈プロフィール〉
1953 年 福島県石川郡古殿町生まれ。武蔵野栄養専門学校卒業。
東京グランドホテル、八芳園を経て「とく山」の料理長に。
1989 年 支店「分とく山」開店。総料理長となる。
レシピを公開しなかった日本料理の世界でいち早くレシピや技術公開などに取り組んだ。伝統的でありな
がら柔軟で独創的な料理を提案し続ける日本料理界の重鎮。


日本酒及びお茶菓子もリニューアル
＜日本酒＞

蔵元名： 仙台伊澤家勝山酒造株式会社（宮城県）

商品名： 勝山 純米吟醸 献 180ml

＜お茶菓子＞

監修：「ホテルメトロポリタンエドモンド」総料理長兼
「TRAIN SUITE 四季島」 料理監修 岩崎 均
氏

〈玄米コーヒーパウンドケーキ〉
玄米は、山形県東置賜郡高畠町で江戸時代
から続く農家の 12 代目の遠藤五一さんが農薬
や化学肥料を一切使わずに栽培したもの。これ
をじっくり焙煎して黒焼きし、パウダー状にした
ものを使ってパウンドケーキに仕上げました。

2019 年にイギリスで開催された IWC
（International Wine Challenge）の
日本酒部門で最高賞を獲得。洗練された
エレガントで上質な味わいをお楽しみくだ
さい。






JR 東日本「大人の休日倶楽部」の取組み
東北デスティネーションキャンペーン開催記念 清塚信也スペシャルコンサート in SENDAI
多才＆多彩に活躍する清塚信也さんを迎えたスペシャルコンサートを仙台で開催。

日時：2021 年 4 月 3 日 14 時開場、15 時開演

場所：電力ホール（仙台市青葉区一番町三丁目 7 番 1 号 電力ビル 7F）

参加条件：大人の休日倶楽部会員および会員同行の方
※詳しくは大人の休日倶楽部会員サイトをご覧ください。
URL:https://jre-ot9.jp/
大人の休日倶楽部 「趣味の会 地域連携講座」 の開催
地域の伝統産業や歴史・文化などのエキスパートが講師を務める『地域連携講座』を開催します。
山形県：５月
出羽三山の精神文化に触れる講座
秋田県：６月
秋田が誇る発酵食文化講座
福島県：７～８月 相馬野馬追を知る講座
岩手県：７～８月 いわての世界遺産講座
【青森県】三内丸山遺跡
青森県：８～９月 あおもりの縄文文化講座
宮城県：９月
日本遺産「みちのくＧＯＬＤ浪漫」講座
場所：いずれも「大人の休日倶楽部趣味の会」東京教室で開催
(参加条件：大人の休日倶楽部会員)
※詳しくは大人の休日倶楽部趣味の会サイトをご覧ください。
URL:http://jre-shumi.jp/
【福島県】相馬野馬追



JR 東日本 「駅からハイキング」 東北 DC 特別企画
4 月から 6 月までの期間中、「釜石震災伝承・防災学習コース」や「東北 DC 開始！青森と函館の歴史を学ぶ」など、東北
各地で全 82 コースの駅からハイキングを実施します。DC コースについては駅からハイキング特設ページでご案内するとと
もに、参加履歴 2 倍キャンペーンコースとして開催します。
URL:https://www.jreast.co.jp/ekihai/dc/

③約 4,２００を超える東北の観光コンテンツをデータベース化し、東北ＤＣホームページで紹介
データベース化されているので、カテゴリーやエリア、季節などで検索することができます。
旅行者はもちろん、旅行会社の皆さまにもご活用いただいております。
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【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
①「巡るたび、出会う旅。東北 デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン」の実施

デジタルスタンプ帳

ランキング表示



※4 月中旬より公開予定

延べ約 2,000 名様に賞品をご用意！

連携する企業・団体からも賞品をご提供いただき、延べ約 2,000 名様に賞品が当たります。
エリア賞
東北６県巡り賞
・応募条件：東北６県全ての県でそれぞれ 10 個以上スタンプを取得
・賞
品：東北の宿・ホテル ペア無料宿泊券（６組 12 名様）
東北５県巡り賞
・応募条件：東北６県のうち５県でそれぞれ 10 個以上スタンプ取得
・賞
品：東北六県絆米+ＮＥＸＣＯ東日本東北支社管内サービスエリア食事券（2,000 円
分）+東北６県地産品詰め合わせ（30 名様）
東北４県巡り賞
・応募条件：東北６県の内４県でそれぞれ 10 個以上のスタンプ取得
・賞
品：ＮＥＸＣＯ東日本東北支社管内サービスエリア食事券（2,000 円分）+東北６県地
産品詰め合わせ（70 名様）
東北３県巡り賞
・応募条件：東北６県のうち３県でそれぞれ 10 個以上のスタンプ取得
・賞
品：東北６県地産品詰め合わせ（70 名様）
テーマ・スポット賞
東北・夢の桜街道コース
・応募条件：対象スポットのスタンプを 30 個取得
・賞
品：桜のペーパーウェイト（30 名様） （※提供：東北・夢の桜街道推進協議会）
東北の酒を楽しむ旅、
・応募条件：対象スポットのスタンプを 30 個取得
巡る旅コース
・賞
品：東北銘柄の日本酒かワイン（93 名様）
（※提供：日本酒造組合中央会東北支部、山形県ワイン酒造組合）
みちのく潮風トレイルコース ・応募条件：対象スポットのスタンプを 30 個取得
・賞
品：みちのく潮風トレイルオリジナルＴシャツ（30 名様）
みちのく城巡りコース
・応募条件：対象スポットのスタンプを 10 個取得
・賞
品：「ニッポン城めぐり」公式御城印帳（30 名様）
癒しの湯巡りコース
・応募条件：対象スポットのスタンプを 20 個取得
・賞
品：オリジナルタオルセット（バスタオル+フェイスタオル）（50 名様）
（※提供：ＪＴＢ、ＫＮＴ-ＣＴ、ＪＲグループ、東武トップツアーズ、日本旅行、名鉄観光、協定旅館
ホテル連盟）
のんびりローカル線コース ・応募条件：対象スポットのスタンプを 30 個取得
・賞
品：鉄道関連グッズ（120 名様） （※提供：東日本旅客鉄道、津軽鉄道、弘南鉄道、
青い森鉄道、三陸鉄道、ＩＧＲいわて銀河鉄道、仙台市交通局、秋田内陸縦貫鉄道、由利高原
鉄道、山形鉄道、阿武隈急行、福島交通、会津鉄道、青函トンネル記念館)
自然満喫迫力のダム巡りコース ・応募条件：対象スポットのスタンプを６個取得
・賞
品：東北ＤＣダムカードコレクション台紙（650 名様）(※提供：国交省東北地方整備局)
Ｗチャンス賞 ※エリア賞に当選しなかったお客さまが対象
ＫＩＲＩＮ賞（生茶）
・応募条件：エリア賞に当選しなかったお客さまが対象
・賞
品：生茶１ケース（416 名様）
ＫＩＲＩＮ賞（氷結）
・応募条件：エリア賞に当選しなかったお客さまが対象
・賞
品：氷結 1 ケース（416 名様）※20 歳未満の方は選択できません。
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【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
②東北 6 県周遊列車や 100 本以上（東北 DC 期間中計）の観光列車を運行


「巡るたび、出会う旅。東北」号
団体専用列車
東北６県を周遊する６泊７日の行程で旅行商品を発売します。
運転日
4/3

4/4

4/5

4/6
4/7
4/8
4/9

発駅・時刻
仙台
(9:11)
Ｊヴィレッジ
(9：33)
小牛田
(13：15)
女川(15:45)
鳴子温泉
(9：15)
釜石
(15:10)
宮古
(８：09)
八戸(１５：05)
弘前
(９：１5)
秋田
(８：27)
山形(14:19)
福島
(１５：48)

着駅・時刻
いわき
(16:13)
小牛田
(12:56)
女川
(14：08)
鳴子温泉(18：17)
釜石
(14：31)
宮古
(16:40)
八戸
(11：20)
青森(１６：３7)
秋田
(１９：０1)
鶴岡
(１４：０5)
福島(１５：30)
仙台
(１7:39)

編成
リゾートあすなろ
HB-E300 系（2 両）
E653 系
(7 両)

発売旅行会社

びゅうコースター風っこ
キハ 48 形（2 両）

リゾートあすなろ

Ｊヴィレッジ
（福島県双葉郡）

リゾートあすなろ
HB-E300 系（2 両）
三陸鉄道
レトロ車両（2 両）

リゾートあすなろ
HB-E300 系（２両）

「東北福興弁当」
（イメージ）

旧弘前偕行社
（青森県弘前市）

とれいゆつばさ
リゾートあすなろ
HB-E300 系（２両）

【お申し込み方法】

㈱びゅうトラベルサービスのお申し込み先
→お電話 0570-0107-39 （IP 電話・ひかり電話からは 03-3841-0121）
またはインターネット（「日本の旅、鉄道の旅」で検索）



「のってたのしい列車乗り継ぎ周遊」号
団体専用列車(一部定期列車利用)
東日本各地を運行するさまざまな列車を乗り継ぎ、7 日間で東北 6 県を一周します。
運転
日
7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

発売旅行会社

仙台
(10:13)
いわき
(12:30 頃)
会津若松
(9:20 頃)
福島
(12:00 頃)
新庄
(15:00 頃)
鳴子温泉
(9:00 頃)
女川
（14:00 頃）
小牛田
(16:15 頃)
盛岡
(9:00 頃)
久慈
(14:20 頃)
青森
(8:0９)

いわき
(12:16)
会津若松
(17:00 頃)
福島
(11:40 頃)
新庄
（14:15 頃）
鳴子温泉
(16:00 頃)
女川
(11:40 頃)
小牛田
（16:00 頃）
盛岡
(1８:０0 頃)
久慈
(13:3０頃)
青森
(17:30 頃)
秋田
(13:26)

E65７系
（10 両）※
越乃 Shu*Kura
（３両）
リゾートやまどり
（６両）
とれいゆつばさ
（6 両）
キハ 110 系
（２両）

秋田
(８:50 頃)
羽後本荘
（9:40 頃）
湯沢
（12:00 頃）
新庄
(14:00 頃)
山形
（14:30 頃）

羽後本荘
(9:３0 頃)
矢島
（10:20 頃）
新庄
（13:30 頃）
山形
(14:50 頃)
仙台
（16:10 頃）

キハ 110 系
（２両）
ジパング
（４両）
三陸鉄道
レトロ車両
リゾートあすなろ
HB-E300 系（２両）
リゾートしらかみ
（4 両）※

Ｅ６５７系

主な旅行会社にて
発売予定

リゾートやまどり

とれいゆつばさ

（決まり次第、
お知らせいたします）

ジパング

リゾートしらかみ
（橅編成）

リゾートしらかみ
HB-E300 系（4 両）
由利高原鉄道
クルージングトレイン
（２両）
とれいゆつばさ
（６両）
なごみ（E655 系）
（5 両）

※仙台～いわき間、青森～秋田間は定期列車利用となります。
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ハイグレード車両 なごみ

【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。


TRAIN SUITE 四季島
クルーズトレイン
「東日本の旬」コース(東北 DC4 泊 5 日) ～巡る、感じる、つながる。みちのくを結ぶ旅～
東北 DC のクロージングにあわせて、初となる仙台発着の東北 6 県周遊コースを 1 本運行します。

設定日 2021 年 9 月 26 日～9 月 3０日
※前泊を含みます。「四季島」の運行は 27 日～30 日となります。

コース概要



企画実施旅行会社
JR 東日本グループの㈱びゅうトラベルサービスにて販売します。
※お申込み受付は 202１年 4 月上旬の予定です。コース詳細や販売価格などは、決まり次第、お知らせいたします。


各地での観光列車「のってたのしい列車」の運行
（１）TOHOKU EMOTION
(TOHOKU EMOTION TSUGARU)
運転日
5/15

発駅・時刻
八戸
（10：45 頃）
弘前
（15：5１頃）

着駅・時刻
弘前
(13：４６頃)
八戸
（18：38 頃）

編成

途中停車駅

TOHOKU
EMOTION
(3 両)

なし

発売旅行会社
旅行商品

なし

(TOHOKU EMOTION)
運転日
4/4、10、11、16、17、18、19、23、
24、25、29
5/4、9、21、22、23、24、29、31
6/5、7、12、13、14、19、21、27

発駅・時刻
八戸
（11：06 頃）
久慈
（14：13 頃）

着駅・時刻
久慈
(13：02 頃)
八戸
（15：59 頃）

編成

途中停車駅

TOHOKU
EMOTION
(3 両)

なし

発売旅行会社
旅行商品

種差海岸、鮫
本八戸

※上記は㈱びゅうトラベルサービスが販売するびゅう商品の運転日です。びゅう商品以外にも各旅行会社が販売する旅行商品で運転する日がございます。

（２）越乃 Shu*Kura
(あおもり Shu*Kura)
運転日
4/17

発駅・時刻
青森
（１０：３２頃）
大湊
（15：58 頃）

着駅・時刻
大湊
(12：46 頃)
青森
（1８：０６頃）

編成

途中停車駅

越乃
Shu*Kura
（３両）

下北

発売旅行会社
旅行商品

下北

(置賜 Shu*Kura)
運転日
５/18

発駅・時刻
新潟
（９：30 頃）
小国
（１５：１２頃）

着駅・時刻
小国
(11：21 頃)
新潟
（１７：１７頃）

編成

途中停車駅

越乃
Shu*Kura
（３両）

なし

発売旅行会社
旅行商品

なし

(羽越 Shu*Kura)
運転日
５/22

発駅・時刻
秋田
（9：４３頃）
鶴岡
（14：5２頃）

着駅・時刻
鶴岡
(12：3０頃)
秋田
（17：５０頃）

編成

途中停車駅

発売旅行会社
旅行商品

越乃
Shu*Kura
（３両）

羽後本荘、仁賀保
象潟、遊佐、酒田

(最上 Shu*Kura)
運転日
６/８
6/９

発駅・時刻
新潟
（9：30 頃）
新庄
（１５：１５頃）

着駅・時刻
新庄
(１３：５０頃)
新潟
（２０：０３頃）

編成
越乃
Shu*Kura
（３両）

途中停車駅
豊栄
新発田
新発田
豊栄

5

発売旅行会社
旅行商品
㈱新潟日報
サービスネット

【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
（３）海里
(海里さくら回廊)
運転日
4/17

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

米沢

新庄

海里

(８：38 頃)

(13：49 頃)

（４両）

途中停車駅

発売旅行会社
旅行商品

今泉、坂町、あつみ温泉、鶴岡

（４）山形新幹線「とれいゆ つばさ」
（とれいゆ つばさ１号・２号 特急／全車指定席）
運転日
4/3、4、10、11、17、18、24、25
5/8、9、29、30
6/5、6、13、19、20、26、27

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

途中停車駅

福島
（10：02）

新庄
(12：16)

１号 E3 系 6 両
とれいゆ

新庄
（15：0０）

福島
（１７：41）

２号 E3 系 6 両
とれいゆ

米沢、高畠、赤湯
かみのやま温泉、山形
天童、さくらんぼ東根
村山、大石田

きっぷの発売・発売旅行会社
・「えきねっと」または駅の指定席
券売機、みどりの窓口、主な旅行
会社等で発売
・旅行商品

（５）フルーティアふくしま
(フルーティアいわて)
運転日

発駅・時刻
一ノ関
（10：３０頃）
盛岡
（1３：１６頃）

６/２６

着駅・時刻
盛岡
(1１:５２頃)
一ノ関
（14:48 頃）

編成

途中停車駅

フルーティア
ふくしま
７１９系２両

なし

発売旅行会社
旅行商品

なし

（フルーティアふくしま１号・２号）
運転日

発駅・時刻
郡山
（9:５1）
喜多方
（１５：３０）

４/３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５
５/８、９、１５、１６、２２、２３、２９、３０
６/５、６、１２、１３、１９、２０、２７

着駅・時刻
喜多方
(11:５２)
郡山
（１７：０７）

編成

途中停車駅

フルーティア
ふくしま
７１９系２両

磐梯熱海、猪苗代
会津若松

発売旅行会社
旅行商品

（６）POKÉMON with YOU トレイン
（ポケモントレイン宮古号）
運転日

発駅・時刻
盛岡
（9：01）
宮古
（14：06）

６/５

着駅・時刻
宮古
(11:19)
盛岡
（１６：２３）

編成
POKÉMON
with YOU
トレイン （２両）
全車指定席

途中停車駅
上米内、陸中川井、茂市
茂市、陸中川井、上米内

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（ポケモントレイン気仙沼号）
運転日
4/３、４、10、１１、１７、
１８、２４、２５、２９、３０
５/１～５、8、9、１５、１６、２２、
２３、２９、３０
6/１２、１３、１９、２０、２６、２７

発駅・時刻
一ノ関
（１１：01）

着駅・時刻
気仙沼
(1２:５２)

気仙沼
（1４：３7）

一ノ関
（１６：32）

編成

途中停車駅
陸中松川、猊鼻渓
摺沢、千厩、折壁

POKÉMON
with YOU
トレイン （２両）
全車指定席

折壁、千厩、摺沢
猊鼻渓、陸中松川

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（７）風っこ
（風っこ只見線新緑号）
運転日
5/２～４

発駅・時刻
会津若松
（10:15）
会津川口
（13:56）

着駅・時刻
会津川口
(12:17)
会津若松
（16:03）

編成
びゅうコースター
風っこ

途中停車駅
西若松、会津坂下
会津柳津、会津宮下
会津宮下、会津柳津
会津坂下、西若松

きっぷの発売・発売旅行会社
・「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
・旅行商品

（さくらんぼ風っこ 1 号 2 号）
運転日

6/19、20、26、27

発駅・時刻

着駅・時刻

山形
（11:10）

寒河江
(11:44)

寒河江
（14:17）

山形
（14:54）

編成
びゅうコースター
風っこ

途中停車駅

きっぷの発売・発売旅行会社

北山形、羽前山辺
羽前長崎

・「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどりの
窓口、主な旅行会社等で発売
・旅行商品

羽前長崎、羽前山辺
北山形

（８）リゾートあすなろ
（さんりくトレイン宮古）
運転日
4/24、２５、29、30
5/１～5、8、9、22、23
6/12、13、19、20
２６、２７

発駅・時刻
盛岡
（9：01）
宮古
（14：07）

着駅・時刻
宮古
(11:19)
盛岡
（１６：２３）

編成
HB－E300 系
リゾートあすなろ
（２両）
全車指定席

途中停車駅
上米内、陸中川井、茂市
茂市、陸中川井、上米内

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（リゾートあすなろ下北号）
運転日
4/29、5/1～5、8、9、15
１６、２２、２３、29、３０
6/５、６、１２、１３、19、２０
２６、２７

号数
1号
4号

発駅・時刻
八戸
（１０：５０）
大湊
（1５：５９）

着駅・時刻
大湊
(1２：４０)
八戸
（１７：５３）

編成
HB－E300 系
リゾートあすなろ
（２両）
全車指定席
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途中停車駅
三沢、野辺地
陸奥横浜、下北
下北、陸奥横浜
野辺地、三沢

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
（リゾートちょうかい号）
運転日

発駅・時刻
秋田
（９：43 頃）
酒田
（１5：5０頃）

５/15

着駅・時刻
酒田
（11：43 頃)
秋田
（１７：５1 頃）

編成

途中停車駅

発売旅行会社
旅行商品

HB－E300 系
リゾートあすなろ
（２両）

新屋、羽後本荘
仁賀保、象潟

（９）ハイグレード車両 E655 系「なごみ」
（東北 6 県 DC 秋田号）
運転日
４/３

発駅・時刻
秋田
（７:2２頃）
青森
（17：07 頃)

着駅・時刻
青森
（10:26 頃)
秋田
（２０：１５頃）

編成

途中停車駅
なし

なごみ
E655 系

発売旅行会社
旅行商品

弘前

（１０）クルージングトレイン
（横手満喫号）
運転日

発駅・時刻
秋田
（９：３８頃）
横手
（１５：２４頃）

４/1７

着駅・時刻
横手
（11：０８頃)
秋田
（１６：４０頃）

編成

途中停車駅

クルージング
トレイン

和田、羽後境
刈和野、大曲

発売旅行会社
旅行商品

（１１）ジパング
（ジパング花めぐり号）
運転日

発駅・時刻
仙台
（9:4２）
郡山
（1４：2１）

4/4、10、11

着駅・時刻
郡山
(11：４４)
仙台
（１６：2０）

編成

途中停車駅

４８５系ジパング
（４両）
全車指定席

名取、岩沼、船岡、大河原
白石、福島、二本松、本宮

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（ジパング平泉号）
運転日

号数
2号
1号

5/１～５、6/２６、２７
4号
3号

発駅・時刻
盛岡
（9:46）
一ノ関
（11：22）
盛岡
（13:02）
一ノ関
（15：28）

着駅・時刻
一ノ関
(11：11)
盛岡
（１2：42）
一ノ関
(14：25)
盛岡
（１6：52）

発駅・時刻
盛岡
（9:46）
一ノ関
（11：22）
盛岡
（13:02）
一ノ関
（15：28）

着駅・時刻
一ノ関
(11：09)
盛岡
（１2：42）
一ノ関
(14：23)
盛岡
（１6：52）

編成

途中停車駅

４８５系
ジパング
（４両）
1・4 号車指定席

矢幅、花巻、北上
水沢、前沢、平泉
山ノ目

編成

途中停車駅

４８５系
ジパング
（４両）
1・4 号車指定席

矢幅、花巻、北上
水沢、前沢、平泉

きっぷの発売

「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（ジパング北上展勝地桜号）
運転日

号数
2号
1号

4/１７、１８、24、25、２９、３０
4号
3号

（１２）E653 系
（常磐線東北 DC 記念号）
運転日
４/4

発駅・時刻
勝田
（7：42）

着駅・時刻
小牛田
（12：56）

編成
E653 系
７両

途中停車駅
日立、いわき、仙台

発売旅行会社
旅行商品

（１３）お座敷列車「華」
（華で日本酒号）
運転日
5/8

発駅・時刻
東能代
（８：０３頃）
鶴岡
（１５：０８頃）

着駅・時刻
鶴岡
（１２：２６頃）
東能代
（２０:０３頃）

編成
485 系
華

途中停車駅
八郎潟、追分、土崎
秋田、羽後本荘、酒田
羽後本荘、秋田、土崎
追分、八郎潟

発売旅行会社
旅行商品

（ふくしま地酒号）
運転日
６/１２

発駅・時刻
会津若松
（１３:３６頃）

着駅・時刻
福島
(１５:５６頃)

編成
485 系
華

途中停車駅
なし

発売旅行会社
旅行商品


東北 DC 期間中の臨時列車等
（205 系マンガッタン編成 仙石線マンガッタンライナーで行く！石ノ森萬画館の旅）
運転日

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

途中停車駅

4/１７

仙台
（１１：００頃）

石巻
(１３：０３頃)

ＥＣ４ ２０５系
（マンガッタン編成）

野蒜、陸前小野、矢本
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発売旅行会社
旅行商品

きっぷの発売

「えきねっと」または駅の指
定席券売機、みどりの窓口、
主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
（館鼻岸壁朝市号）
運転日

発駅・時刻

着駅・時刻

4/２５、5/２、9、１６、２３、３０
6/6、13、20、２７

八戸
（5：３３）

鮫
(5：5４)

編成
キハ E130 系
（２両ワンマン）
全車自由席

途中停車駅
長苗代、本八戸、
小中野・陸奥湊・白銀
（各駅停車）

きっぷの発売
乗車券のみでご乗車いただ
けます。
（旅行商品の取扱いなし）

（只見新緑満喫号）
運転日
5/22
5/23

発駅・時刻
新潟
（７：１１）
只見
（13：18）

着駅・時刻
只見
(１０：４１)
新潟
（１６：１０）

編成
GV-E400
（2 両）
全車指定席

途中停車駅
新津、加茂、東三条、見附、長岡
小出、越後須原、入広瀬、大白川
大白川、入広瀬、越後須原、小出
長岡、見附、東三条、加茂、新津

きっぷの発売
「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどりの窓
口、主な旅行会社等で発売
（旅行商品の取扱いなし）

（花輪線あきた四季彩号）
運転日
5/29

発駅・時刻
盛岡
（10：06）

着駅・時刻

編成

秋田
(14：23)

キハ 110 系
(2 両)
全車指定席

途中停車駅
好摩、大更、松尾八幡平
安比高原、荒屋新町、湯瀬温泉
鹿角花輪、十和田南、東大館、大館
鷹ノ巣、東能代、八郎潟、土崎

きっぷの発売・発売旅行会社
・「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどり
の窓口、主な旅行会社等で発売
・旅行商品

（男鹿線ありがとう 40・48 形）
運転日
４/18

発駅・時刻
秋田
（９：51 頃）
男鹿
（１５：００頃）

着駅・時刻
男鹿
（10:45 頃)
秋田
（１5:5６頃）

編成

途中停車駅

発売旅行会社
旅行商品

キハ 40・48 形

土崎、追分、二田

（五能線ありがとう４０・４８形）
運転日
４/２５

発駅・時刻
秋田
（10：05 頃）
東能代
（１５:１８頃）

着駅・時刻
能代
（11:30 頃)
秋田
（１６:16 頃）

編成
キハ 40・48 形

途中停車駅
土崎、追分
八郎潟、森岳、東能代
森岳、八郎潟、
追分、土崎

発売旅行会社
旅行商品

（田沢湖高原・水芭蕉・カタクリ号）
運転日
４/24
4/25

発駅・時刻
秋田
（8：20 頃）
田沢湖
（15：02 頃）

着駅・時刻
田沢湖
（9：31 頃）
秋田
（16：32 頃）

編成
701 系
5000 番台

途中停車駅
大曲、刺巻

発売旅行会社
旅行商品

角館、大曲

（男鹿あじさい号）
運転日
６/19
6/27
運転日
6/26

発駅・時刻
秋田
（９：37 頃）
男鹿
（１7：３０頃）
発駅・時刻
秋田
（９：３７頃）
男鹿
（１６：３８頃）

着駅・時刻
男鹿
（10:27 頃）
秋田
（１8：17 頃）
着駅・時刻
男鹿
（10:２７頃）
秋田
（１７：３６頃）

編成
クルージング
トレイン

途中停車駅
なし

発売旅行会社
旅行商品

追分・土崎

編成

途中停車駅

クルージング
トレイン

土崎、追分

発売旅行会社
旅行商品

詳しくは、各旅行会社の公式サイトをご覧ください。


五能線モバイルオーダー「ごのたび」を導入します
専用サイトにアクセスし、事前にお弁当やスイーツを注文すると、ご乗車当日に、指定の受け取り箇所で直接商品の引き換
えができるサービスを「リゾートしらかみ」に導入します。

名
称 五能線モバイルオーダー「ごのたび」

予約期限 ご利用日の 30 日前～ご利用前日の 15 時まで

販売品目 弁当、飲み物（コーヒー、紅茶など）、スイーツ（アップルパイなど）

決済方法 クレジットカード、Apple Pay、Google Pay™での事前決済
※2021 年 5 月よりモバイル Suica 決済を導入予定。※「Apple Pay」は米国およびほかの国々で登録された Apple Inc.の商標です。
※「Google Pay」は Google LLC の商標です。 ※「モバイル Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



透過型ディスプレイ「e-モーションウインドウ」の試験搭載を実施します
「リゾートしらかみ 青池編成」に鉄道車両の窓と一体化した透過型ディスプレイを導入します。

表示開始日 2021 年 4 月 2 日

搭載車両・位置 リゾートしらかみ 青池編成 1・4 号車の展望室 2 箇所（五能線内の山側）

愛称 e-モーションウインドウ

表示コンテンツ

車外の天候や気温、日没時間などの情報

五能線内の観光コンテンツ

東北デスティネーションキャンペーンの告知
表示コンテンツ（イメージ）
※試験搭載の為、実験の時期や内容については予告なく変更等が発生する場合がありますので予めご了承ください。
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【資料 2】「東北の魅力」を巡って楽しむ周遊の旅を促進します。
③便利でお得なレンタカーやバス、タクシープランの充実


東北 DC 期間にご利用いただける駅レンタカー特別プラン

「えきねっと＋駅レンタカー トヨタスペシャル」

「TOHOKU MaaS ＋ 駅レンタカー」プラン

八戸・新青森・弘前営業所限定「オープンカー」プラン （オープンカー(MAZDA ROADSTER)イメージ）

「駅レンタカー＋リアル宝探し」企画
「ドライブサスペンスシアター 裏磐梯・猪苗代に潜む幽霊作家（ゴーストライター）」
裏磐梯・猪苗代エリアを舞台とした「駅レンタカー＋リアル宝探し」が 4 月 24 日から
スタート！ドライブや観光を楽しみながら、謎や暗号を解き明かし、リアルな舞台に実
際に隠された「宝物」を探す「リアル宝探し」イベント（㈱タカラッシュ企画・制作協力）です。
新たな謎解きミステリーの旅をご提供します。
※詳しくはホームページをご覧ください。 URL:https://www.jrerl.co.jp/







びゅうばす （震災復興コースのほか東北各地を周遊するびゅうばすを運行します。） ※運転日は限られます。
びゅうばす「震災復興 10 年の歴史を学ぶ！宮城→福島コース」
びゅうばす「ございん！三陸号」
びゅうばす「三陸の大自然と釜石鵜住居復興スタジアム号
びゅうばす「にかほ 九十九島と元滝伏流水号」









定期観光バス （各地のフォトスポットや歴史を巡るコースをご用意しています。） ※運転日は限られます。
男鹿のフォトジェニックスポットと伝説のなまはげ号
つがるの千本鳥居と郷土文化堪能号
バスツアー「奥会津を巡る旅」
米沢上杉家の足跡と置賜酒巡り号
バスと鉄道で行く、鶴ヶ城から大内宿
ふくしま・花見山 桜満喫号
奥州歴史さんぽ号





駅から観タクン
予約不要で当日に利用できる定額制周遊観光タクシーを
エリア内で全 28 コースご用意しています。「石巻の復興と
『いしのまき元気いちば』コース」など、復興を巡るコースもございます。

石巻の復興と「いしのまき元気いちば」コース(運行日：月曜日を除く毎日)

山寺寄り道参詣コース（運行日：6 月 13 日～9 月 30 日）

ゆったり銀山温泉片道コース (運行日：DC 期間中毎日)

横手の歴史と文化満喫コース
(運行日：DC 期間中毎日（4 月 20 日、5 月 18 日、6 月 15 日 7 月 20 日、8 月 17 日、9 月 21 日を除く）)
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【資料 3】デジタルツールを活用し、「東北の魅力」を国内外に発信します。
①旅マエ（旅行前）：デジタルとリアルを組み合わせた東北の魅力を喚起する情報発信

WEB 広告
購買データや移動データを分析し、ターゲット別の嗜好に合わせたプロモーションを実施

ターゲットが良く利用する媒体で配信
ターゲットが興味を持ちそうな情報ページに誘導

ターゲットに合わせた
デザインのバナー広告



周辺の観光情報を提供

地元のおすすめ情報発信「＃東北ＰＲ局」
【資料 6】③参照



東北ＤＣナビ（デジタル版ガイドブック）
ガイドブック誌面と二次元バーコード
で情報連携し、スマートフォンで情報収集
や検索ができる、デジタル版のガイドブッ
クです。
【東北 DC ガイドブック】
東北ＤＣナビからは、詳細マップを見たり、拡大したり、デジタル
ならではの利便性を活用できます。



多言語ホームページ
東北ＤＣのホームページは、日本語、英語、繁体字、簡体字で展開します。



デジタルサイネージなどでの告知
主要駅におけるデジタルサイネージ広告や車両内でのトレイン
チャンネル放映などデジタルでの観光情報を発信します。




テレビ CM・YouTube 広告
JR 東日本「東北 LIVE」CM
【東北 LIVE CM】
【デジタル映像イメージ】
震災 10 年を迎えた東北の今を伝えるため、地元の若者たちを
起用した LIVE 感ある CM を放映します。

TVCM 放映期間 ： 2021 年３月 19 日～３月 25 日（予定）
放送エリア： 東日本エリア、北海道・北陸・西日本（大阪・愛知・福岡）エリア

YouTube などの WEB 広告 配信時期 2021 年３月 19 日～3 月 25 日（予定）

JR 東日本「大人の休日倶楽部」CM
【宮城 塩竈篇】
2021 年３月 16 日～３月 29 日 （予定）
吉永小百合さんを起用した「大人の休日倶楽部」CM
【岩手 正法寺篇】
2021 年３月 16 日～３月 29 日 （予定）

TVCM 放映期間：
【秋田 九十九島篇】 2021 年 4 月 12 日～4 月 25 日（予定）
【青森 五能線篇】
2021 年 5 月 17 日～5 月 30 日（予定）

放送エリア：東日本エリア、北海道
【福島 野馬追篇】



読売テレビ・日本テレビ系「遠くへ行きたい」内でのＣＭ放映






東北 DC ガイドブック・ポスター
東北 DC ポスター
全国のＪＲ駅などに掲出、Ｂ１サイズ、５枚セットで掲出します。
「東北には本当の日本（原風景）がある。」をテーマに、
東北の固有の価値（東北らしさ）を表現しました。
イラストを描いていただいたのは、辰巳菜穂さんです。



2021 年 7 月 5 日～7 月 11 日 （予定）

辰巳菜穂さん
福島県郡山市出身。神奈川県横浜市在住。
筑波大学芸術専門学群建築デザイン卒業文化服装学院/ イラストレーション青山塾/ HB塾
心象を反映する「隙間」を独自の色彩で表現することを得意とする。


DC ガイドブック
・全国のＪＲ駅等に掲出
・80 万部作成
・Ａ４サイズ
・48 ページ
・表紙のイラストは、ポ
スターと同じ辰巳菜穂
さんに描いていただき
ました

【東北 DC ガイドブック（春）】

・全国の主な書
店で販売
・B５サイズ
・100 ページ
・旅の手帖
（2021 年３月
号）の特別付録

・ＪＲ東日本管内の主な駅に掲出
・Ａ４サイズ
・36 ページ
・東北 DC 特別企画の紹介とあ
わせて、オンラインで購入いただ
けるおすすめの宿泊地や宿泊施
設を掲載

【旅の手帖３月号特別付録
東北ＤＣハンドブック】
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【JR 東日本観光誘致パンフレット）】

・ＪＲ東日本の新幹線
車内で配布
・A4 変形サイズ
・東北ＤＣ期間中は、
東北の情報を掲載

【トランヴェール】

【資料 3】デジタルツールを活用し、「東北の魅力」を国内外に発信します。


各県作成の東北 DC ガイドブック
各県のコンテンツを詳しく紹介するガイドブックを作成し、県内の主な観光拠点に掲出します。
【青森県・道南】



【宮城県】

【岩手県】

【秋田県】

【山形県】

【福島県】

ＪＲグループポスター
JR グループで制作したポスターを以下の予定で全国の主な駅・車両内で掲出します。
掲出期間（予定）

３月

駅貼りポスター
車内ポスター

かわまちてらす閖上
（宮城県）
三陸鉄道
（岩手県）
花見山
（福島県）
明治 100 年通り
（秋田県）

車内ポスター

車内ポスター
（テーマ別）



4月
ドラゴンアイ
（岩手県・秋田県）
鳥海山
（秋田県・山形県）
秋保温泉磊々峡
（宮城県）
湯殿山神社大鳥居
（山形県）

５月

６月

鶴の舞橋
（青森県）
高山稲荷
（青森県）
白川ダム湖水没林
（山形県）
五色沼
（福島県）

桜

７月

羽黒山
（山形県）
霧幻峡
（福島県）
鳥潟会館
（秋田県）
田代島
（宮城県）

日本酒

８月

鶴ヶ城
（福島県）
高畠ワイナリー
（山形県）
盛岡さんさ踊り常設公演
（岩手県）
奥入瀬渓流
（青森県）

鵜ノ崎海岸
（秋田県）
地獄谷遊歩道
（宮城県）
三内丸山遺跡
（青森県）
中尊寺
（岩手県）

祭り

自然・絶景

JR 東日本「大人の休日倶楽部」ポスター

【薬師ザクラ（山形県）】





【鹽竈神社（宮城県）】

【九十九島（秋田県）】

【正法寺（岩手県）】

【鰺ヶ沢 いかのカーテン（青森県）】

東北 DC ラッピング車両の運行
東北新幹線（E5 系）・山形新幹線（E3 系）・秋田新幹線（E6 系）車両各３編成とのってたのしい列車
「とれいゆ つばさ」に東北 6 県の観光ＰＲキャラクターデザインのラッピングを実施
実施予定期間：2021 年３月上旬～2021 年９月下旬

【東北新幹線はやぶさ E5 系車両】

【秋田新幹線こまち E6 系車両】

【とれいゆ つばさ車両】

【山形新幹線つばさ E3 系車両】





【相馬野馬追（福島県）】

常磐線車両（E657 系）４編成に東北 6 県の観光素材をデザインして運行
実施予定期間：2021 年 3 月中旬～202１年 9 月下旬
運行区間：仙台駅～品川駅間
【常磐線特急 E657 系車両】



ＡＲ※による東北の魅力体験
無病息災を願う東北ねぶたを最先端のアート AR 技術で再現。ＪＲ東日本の主要駅にて体験可能。

実施予定期間
2021 年 3 月２４日～202１年 9 月３０日

実施予定場所
山手線・東北新幹線の主要駅（Web にて順次更新）
※AR：「Augmented Reality（拡張現実）」の略。現実の風景にデジタル情報を
重ね合わせて、現実世界に仮想のものを表示させる技術
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【資料 3】デジタルツールを活用し、「東北の魅力」を国内外に発信します。
②旅行中（旅ナカ）：スマートフォンや立ち寄り箇所での東北エリア内周遊を促進する情報発信

東北 DC 専用スマホサイト「ＪＲ New Style ナビ TOHOKU」を開設
特別企画や観光情報のほか、JR 東日本が提供するサービスも一元的に情報発信します。

サービス開始 2021 年３月１６日 14：00～予定

掲載内容

東北 DC 観光素材・特別企画

JR 東日本が提供するサービス（ＴＯＨＯＫＵ ＭａａＳ、Ｓｕｉｃａ、ＤＰ、えきねっと、ＪＲＥポイント、
ＪＲＥＭALL、列車情報、駅からハイキング、東北 MONO、ワーケーションなどの情報

東北周遊モデルコース（キャッシュレスな旅行など）

URL ：https://www.jreast.co.jp/newstylenavi_tohoku/




デジタル周遊スタンプラリー&クーポン参加者にスマートフォンの位置情報を使って周辺情報発信
スタンプラリー参加者のスタンプ取得時やクーポン利用時のＧＰＳ機能を
使って、周辺のスタンプスポットなどの情報を提供し、東北エリア内の周遊
を促進します。
東北広域観光パンフレットおよび各県の観光ガイドブックを東北域内の
コンビニ各店などの立ち寄りスポットに掲出します。
※4 月中旬より配信開始予定

【東北広域観光パンフレット】
③旅アト（旅行後）における、再訪や消費を促す情報発信
デジタル周遊スタンプラリー参加者や、東北への再訪(スタンプラリーへの再参加)や、地産品の購入、旅の思い出シェアを、
メールなどで呼びかけます。

④訪日中の外国人や在留外国人の方々に向けたプロモーション

訪日中の外国人へのＷＥＢ広告による東北ＤＣホームページ（英語、簡体字、繁体字）への誘導
首都圏にいる訪日外国人または在留外国人に対して、外国人旅行者に人気のある東北観光
情報を発信します。発信時には、首都圏から東北へのアクセスの良さを PR します。








「東北ハウス」での情報発信
東京 2020 大会期間中に秋葉原で開催される「東北ハウス」会場で、東北ＤＣの
ブースを出し、外国人向けに人気のコンテンツなどを情報発信します。

【東北ＤＣホームページ（英語版）】

東京駅にある「JAPAN RAIL CAFE（東京）」での東北の情報発信
旅マエと旅ナカの情報拠点として飲食を通じた観光・物産など、東北の魅力を配信します。

デジタルサイネージでの動画放映ほか、店舗装飾により東北 DC をＰＲ

在留外国人招請のリアルイベントの開催や You Tube LIVE 配信
National Geographic との共同制作動画の配信
世界最大の旅行メディア“National Geographic”と共同で作成した動画「Exploring the Tohoku Trail」を、
JR 東日本多言語ウェブサイトや海外向け SNS などで配信し、在日・訪日外国人旅行者に向けた機運醸成と東北エリアの認
知度向上に努めます。
URL:https://www.nationalgeographic.com/travel/article/partner-content-exploring-thetohoku-trail

訪日・在日外国人に向けたシームレスなサービス提供 ※詳細は別途お知らせいたします。

ANA「空港アクセスナビ」×JR EAST PASS（東北） ４月１日 サービス開始
ANA のルート検索サービス「空港アクセスナビ（英語版）」に、JR 東日本グループ㈱びゅうトラベルサービスを通じて
提供する鉄道パス「JR EAST PASS」の予約販売システムを連携します。ルート検索、新幹線で東北へ、航空、鉄道、観
光施設などのチケットをシームレスにご購入いただけるようになります。

ANA 空港アクセスナビ
URL: https://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/airport-access/

JR EAST PASS
URL: https://www.jreast.co.jp/multi/pass/eastpass_t.html
※日本語版の空港アクセスナビでは、「TOHOKU MaaS」と連携し、国内のお客さまに向けて東北を便利に楽しめ
るサービスをご提案します。
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【資料 3】デジタルツールを活用し、「東北の魅力」を国内外に発信します。




JAL「訪日ダイナミックパッケージ」×JR EAST PASS 5 月上旬 サービス開始
JAL のオンライン予約プラットフォーム「JAL 訪日ダイナミックパッケージ」に、
JR 東日本グループ㈱びゅうトラベルサービスを通じて提供する鉄道パス「JR EAST PASS」の予約決済機能を追加
します。これにより、海外からの国際航空券、観光アクティビティ、鉄道・交通チケット（JR EAST PASS など）が、ワ
ンストップで予約決済可能となります。ブランド名は「Japan Airlines Vacations」です。展開国は、オーストラリ
ア、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、香港、韓国。今後、順次展開国を拡大していきます。
また、JR 東日本と日本航空の東北向けオリジナルプラン「JAL Vacations（TOHOKU Shinkansen
package)」を５月上旬より、まずは英語サイトより販売開始していきます。

JAL 訪日ダイナミックパッケージ URL：https://sg.jalvacations.jal.co.jp

海外大手オンライン旅行会社との連携による東北 DC 向け着地型ツアーの販売
海外の大手オンライン旅行会社「KLOOK（クルック）」の販売力と、
株式会社 JTB グローバルマーケティング＆トラベルの着地旅行商品の仕入、造成力
など、各社の強みを活かし、東北ツアーの販売を強化します。
URL ： https://www.klook.com/promo/jr-east-tohoku-pass-destinationcampaign-2021 ※東北 DC 特設サイトは３月 29 日以降ご確認ください。



4 月 3 日発東北新幹線団体臨時列車「東北 DC 復興号」に乗車する、在日外
国人旅行者を募集します。
WAmazing 株式会社とのタイアップにより、在日外国人旅行者を対象とし
た観光モニターを募集中。人気 YouTuber（ユーチューバー） ジョン・ドーブ
氏も乗車し、東北の魅力をリアルタイムで配信します。
URL: https://www.wamazing.com/campaign/tohoku_dc
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３月２９日 サービス開始

【資料 4】便利に安心して旅行できる環境でお迎えします。
①東北の旅をシームレスに楽しめる「TOHOKU MａａS」の開始
スマートフォンひとつで、便利で快適な旅をサポートするサービス「TOHOKU MaaS」を東北 6 県 8 エリアで展開しま
す。詳細は 3 月 16 日に発表した「東北 DC」にあわせて観光型 MaaS『TOHOKU MaaS』がスタートします！」をご覧くだ
さい。
②Suica 電子マネーによる東北エリアのキャッシュレス化推進について
東北エリアをご旅行されるお客さまの利便性向上や、安心かつ衛生的にご旅行いただく事を目的に、観光・宿泊施設や、
お土産の購入・飲食を行う店舗、移動手段として使われるタクシーなどを中心に、地域のクレジットカード会社および金融機
関などの皆さまと協力し、東北各県における Suica 電子マネーなどのキャッシュレスの環境整備を推進してまいりました。
キャッシュレスで便利になった東北エリアのご旅行をお楽しみください。


東北エリアでの Suica 等交通系電子マネー利用促進キャンペーンの実施

キャンペーン名称 「東北を旅して Suica でお買いものキャンペーン」

実施期間
2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日

キャンペーン内容
キャンペーン期間中、エントリーした Suica 等交通系電子マネーを使って、
３箇所以上のキャンペーン対象店舗で、１回 700 円以上(税込)の決済をした
お客さまのなかから抽選で賞品をプレゼントします。
＜エントリー方法＞
キャンペーン専用サイトと、「TOHOKU MaaS」からエントリーできます。また、Suica でエントリーする方で、
㈱ビューカードの会員サイト「VIEW’ｓ NET」の会員の方は、「VIEW’ｓ NET」からもエントリーできます。
＜抽選対象期間＞
下記の 3 期に分けて抽選します。1 度のエントリーで全期間に応募できます。
第 1 期 2021 年 4 月１日～5 月 31 日
第 2 期 2021 年 6 月１日～7 月 31 日
第 3 期 2021 年 8 月１日～9 月 30 日
<対象店舗>
東北 6 県の観光施設、宿泊施設、土産店、飲食店の Suica 加盟店（一部店舗除く）
詳しくはキャンペーンサイトでご確認いただけます。
地図検索イメージ
キャンペーンサイトは 3 月下旬オープン予定です。
※デザインや表示内容は変わることがあります
キャンペーンサイト：
URL: https://www.jreast.co.jp/suicamoney/cp/suicacptohoku/?src=010
※キャンペーン対象店舗は、Suica 電子マネーサイトから地図上で検索することができます（一部店舗除く）。
Suica 電子マネーサイト
URL: http://www.jreast.co.jp/suicamoney/shopping/？ｓｒｃ＝００２
<賞品>
東北の味どっさり賞…東北 6 県の特産品詰め合わせ 60 名様×3 期＝１８0 名様
※県ごとに 30 名様、各期ごとに合計 60 名様、総計 180 名様に当たります。
賞品は選べません。
W チャンス賞…JRE POINT 3,000 ポイント 200 名様×3 期＝600 名様
東北の味どっさり賞 イメージ
※各県ごとの産品の詰め合わせとなります。
※W チャンス賞は JRE POINT に WEB 登録した Suica でエントリーし、「東北の
画像と実際の賞品の内容は異なります。
味どっさり賞」に当選しなかったお客さまが対象です。
賞品の内容は選べません。



㈱ビューカード 東北 DC×ビューカードキャンペーン

実施期間（２期に分けて実施予定）
第 1 弾 2021 年 4 月 1 日～６月３０日
第 2 弾 ２０２１年 7 月 1 日～９月３０日

キャンペーン内容
2 期それぞれのキャンペーン期間中、エントリーのうえビューカードのご利用金額 10,000 円（税込）以上のお客
さまを対象として東北 6 県ゆかりの景品などをプレゼント。
＜エントリー方法＞
ビューカードのインターネットサービス「VIEW’s NET」もしくはお電話による受付
※ 3 月下旬に受付開始予定
＜その他＞ 以下いずれかの条件を満たした場合は当選確率 10 倍。
① 対象地域の指定のＪＲ東日本グループ加盟店のご利用
② 東北 6 県向けのびゅう旅行商品購入者
③ ビューカードのご利用金額 50,000 円（税込）以上
④ ビューゴールドプラスカード、JAL カード Suica CLUB-A ゴールドカードの会員
※ ①～④複数条件該当の場合も、当選確率 10 倍となる。
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【資料 4】便利に安心して旅行できる環境でお迎えします。
<景品>
東北 6 県のゆかりの賞品 ６０名様×２期＝１２0 名様
（ダブルチャンス）JRE POINT １,000 円分相当 2０00 名様×２期＝４０00 名様
※ダブルチャンスは東北 6 県ゆかりの賞品が当選しなかったお客さまが対象となります
③観光案内やお土産、飲食メニューなどの多言語化
東北ＤＣ推進協議会では、2020 年 10 月より、観光施設の案内やお土産ＰＯＰ、飲食メニューなどの多言語化を支援す
る事業を行っています。
多言語表示することで、外国人旅行者の皆様に、東北の魅力やお土産品、飲食メニューなどを理解していただき、情報拡
散や消費拡大を図ります。
④各県の観光案内所での東北広域観光案内
各県の観光案内所（仙台市の「東北の観光案内所ネットワーク化事業」に参画する 42 箇所）にて、東北広域の観光案内を
行います。東北のどの県にいても周辺県の情報を得られるようにし、安心して東北を周遊していただける環境を整えます。
⑤非接触型 AI 案内システムを東北の主要駅に設置
東北ＤＣ開催に合わせ、非接触型 AI 案内システムを東北の
主要駅に設置し、駅構内や周辺施設、乗換案内など、お客さまの
お問い合わせに 4 か国語でお答えいたします。

設定予定駅：新青森駅、仙台駅、盛岡駅、秋田駅

設置期間：2021 年 4 月～2022 年 4 月 ＜予定＞
非接触型ＡＩ案内システム（イメージ）

⑥安心な旅を呼びかける啓蒙ポスターの掲出や、旅行者への安心旅グッズの提供

東北の各駅や道の駅、ＳＡ・ＰＡなどで、安心・安全の旅を啓蒙するポスターを掲出します。

東北域内の観光案内所で、マスクケースを配布し、旅行者の皆様へ新型コロナウイルス感染症対策への協力をお
願いします。

【旅の安心グッズ（マスクケース+紙石鹸】
【ポスター（東北観光推進機構作成）】

⑦歓迎の気持ちが伝わるお出迎え
東北を訪れる旅行者の皆さまに、歓迎しているという気持ちを伝え、安全対策をしながら、東北の旅を楽しんでいただき
たいというメッセージを伝えます。

【イベントなどで利用する歓迎横断幕】

【駅での歓迎横断幕】

【缶バッジ】

【ステッカー】
【スタッフ用ベスト】
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【のぼり旗】

【資料 5】「東北の魅力」を楽しむ商品を設定し、東北へ誘客します。
①各旅行会社などと連携し、東北ＤＣにあわせた特別企画商品を販売
各旅行会社さまに対して、ＷＥＢ商談会や東北ＤＣ素材説明会、旅行会社キャラバンなどを行い、東北ＤＣの 4,200 を超え
るコンテンツや約 200 の特別企画を提供し東北への旅行商品の充実を図りました。

【びゅうトラベルサービス】

【ＪＴＢ】

【近畿日本ツーリスト】

【日本旅行】

【東武トップツアーズ】

ＷＥＢサイトの東北特集

【びゅうトラベルサービス】

【ＪＴＢ】

【クラブツーリズム】

【ＡＮＡ】



ＪＲ東日本ダイナミックレールパック
東北新幹線や旅館・ホテルの料金が時期により可変するＪＲ東日本ダイナミックレールパックでは、その土地の地酒や特別
な料理をお楽しみいただける「東北ＤＣ特別プラン」を順次発売します。



びゅう商品 （個人型）
東北の各観光地を巡る「びゅうばす」と往復のＪＲ・宿泊施設とをセットにした周遊型旅行商品を発売します。

「震災復興１０年の歴史を学ぶ！宮城→福島コース」
出発日：２０２１年４月３日～６月２６日の土曜日（１泊２日限定）
食事：朝食１回または食事なし（軽食付）、昼食１回、軽食１回付
宿泊/〔仙台市内〕ホテルビスタ仙台またはコンフォートホテル仙台東口
基本代金/東京駅発着 おとな（こども）１名様
２７，０００円（１９，７００円）～４２，２００円（３０，６００円）
びゅうばすの行程（旅行２日目）
仙台駅東口（１０：１０発） ⇒ ＪＲフルーツパーク仙台あらはま（デザート付） ⇒ 震災遺構 仙台市立荒浜小学校
（ガイドがご案内） ⇒ ゆりあげ港朝市・メイプル館（昼食・散策など） ⇒ かわまちてらす閖上・佐々木酒造店
（散策・試飲など） ⇒ 山元町震災遺構 中浜小学校（車窓） ⇒浜の駅 松川浦 ⇒ 松川浦大橋（車窓） ⇒
いいたて村の道の駅までい館（お持ちかえり用軽食付） ⇒ 福島駅西口(１７：３０頃着）


「リアス海岸復興応援ツアー」
出発日：２０２１年４月、６月、８月の土曜日（２泊３日限定）
食事：夕食２回、昼食１回、朝食２回付
宿泊/１泊目〔気仙沼温泉〕サンマリン気仙沼ホテル観洋
２泊目〔宮古〕宮古ホテル沢田屋または浄土ヶ浜パークホテル
基本代金/東京駅発着 おとな（こども）１名様 ※復路はやぶさ号盛岡駅利用
５７，９００円（３９，９００円）～８９，４００円（６６，４００円）
びゅうばすの行程
（旅行１日目）びゅうばす「ございん！三陸号」
仙台駅東口（１０：００発）⇒東日本大震災復興祈念公園・伝承館⇒いしのまき元気いちば⇒石巻駅＝＝石巻線移動
（ガイド案内）＝＝女川駅 ⇒徒歩 シーパルピア女川（昼食・散策） ⇒南三陸さんさん商店街・震災復興祈念公園
・中橋 ⇒ 海の市・みしおね横丁（買物） ⇒気仙沼駅（１７：１５頃着）＝＝お客さま負担＝＝
サンマリン気仙沼ホテル観洋
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（旅行２日目）びゅうばす「三陸の大自然と釜石鵜住居 復興スタジアム号」
サンマリン気仙沼ホテル観洋（１０：１０発） ⇒ 釜石大観音 ⇒ 釜石中心市街地（自由昼食）⇒ いのちをつなぐ
未来館（ガイド付）⇒釜石鵜住居復興スタジアム（ガイド付）⇒浄土ヶ浜レストハウス⇒浄土ヶ浜パークホテル
（１７：１０頃着）⇒宮古ホテル沢田屋（１７：２０頃着）
春・初夏の日本海沿岸「九十九島」と鳥海山の育む自然を巡る３日間
出発日：２０２１年４月１２日～５月８日の全日と５月１４日～２９日の金・土曜日
（２泊３日限定） ※1 名出発のみ除外日がございます
食事：夕食１回、朝食２回付
宿泊/１泊目〔秋田市内〕ホテルメトロポリタン秋田
2 泊目〔象潟温泉〕たつみ寛洋ホテル
基本代金/東京駅発着 おとな（こども）１名様
４７，６００円（３３，４００円）～６９，７００円（４4，８００円）
びゅうばすの行程
（旅行２日目）びゅうばす「にかほ九十九島と元滝伏流水号」
秋田駅東口（１０：５０発） ⇒ 道の駅「ねむの丘」・にかほっと（自由昼食・買物） ⇒ 蚶満寺（九十九島）⇒
元滝伏流水 ⇒ 象潟駅（１６：００頃着）

東北の各地を楽しむ日帰り旅行商品
東北のご当地ならではの食などをお楽しみいただける日帰りコースも発売します。

盛岡ご当地麺
出発日：２０２１年４月１日～９月３０日
食事：昼食１回付
基本代金/東京駅発着 おとな（こども）基本代金
じゃじゃ麺コース・冷麺コース：21,500 円（11,400 円）～31,600 円（16,400 円）
わんこそばコース：23,400 円（12,700 円）～33,500 円（17,800 円）

杜の都仙台で名物牛たんを味わう旅
出発日：２０２１年４月１日～９月３０日
※除外日：4 月 3 日（共通）、4 月 29 日～5 月 5 日、8 月 6 日～16 日（１名利用）
食事：昼食１回付
基本代金/東京駅発着 おとな（こども）基本代金
牛たん定食または牛たんシチュー定食：16,100 円（9,100 円）～24,300 円（13,200 円）
東北の旅をよりお楽しみいただけるオプショナルプラン
「地元ならではの魅力」がおトクに楽しめる現地観光プラン（オプショナルプラン）を多数ご用意します。

【大湊駅・グルメ】大湊海自カレー空自空上スペシャル
ご利用期間：２０２１年４月１日～９月３０日
食事：１回付 ・料金（１名様）/おとな・こども同額 1,500 円

【三陸鉄道 陸中山田駅・散策】三陸復興まち歩きつまみぐいツアー
出発日：２０２１年４月１日～９月３０日の水～日曜日 ※一部除外日あり
料金（１名様）/おとな・こども同額 ＜つまみ食い 2 種＞1,500 円＜3 種 1,700 円>
最少催行人数：５名
※４名以下の場合は５名分の料金のお支払で参加いただけます。
所要時間：＜つまみ食い 2 種＞1 時間 15 分、＜つまみ食い 3 種＞1 時間 30 分

【三陸鉄道 陸中山田駅・体験】三陸で養殖いかだ見学＋オランダ島体験
ご利用期間：２０２１年４月１日～９月３０日 ※除外日：8 月 13 日～22 日
料金：４名様まで 16,000 円（５名様以上は１名様につき 4,000 円増）
所要時間：約２時間

【平泉駅・体験】中尊寺特別拝観 秘佛「一字金輪佛頂尊」御開帳
ご利用期間：２０２１年６月２６日～９月３０日
料金（１名様）<一字金輪佛頂尊＞おとな 500 円、小学生～高校生 200 円
<共通拝観券＞おとな 1,200 円、高校生 600 円、中学生 400 円、こども 300 円
※共通拝観券は金色堂、讃衡蔵、一字金輪佛頂尊に入場いただけます。

【象潟駅・旅市】九十九島 かつての潟をめぐる
ご利用期間：2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日
料金：おとな・こども同額 3,700 円
所要時間：約 3 時間
コース（ガイド付き）：象潟駅 14:00 発=（徒歩）=蚶満寺・九十九島めぐり（駒留島・花見島）=（徒歩）=
道の駅「ねむの丘」=（徒歩）=象潟駅 17:00 頃着
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【仁賀保駅・グルメ】ホテルエクセルキクスイ 東北 DC ランチ 由利牛を比内地鶏の卵で味わう
ご利用期間：2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日
料金：おとな・こども同額 3,３00 円
食事時間：１１：００～14:00（入店は 14:00 まで）

【角館駅・体験】角館押絵づくり体験「角館押絵」の制作
ご利用期間：2021 年 4 月 5 日～9 月 29 日の月・火・水曜日。
料金：おとな・こども同額 2,800 円
時間：10:00～または 13:３0～の約 1 時間。

エスコート型商品
（株）びゅうトラベルサービス旅行企画・実施 （添乗員同行・団体旅行商品）

商品名：「巡るたび、出会う旅。東北」号で巡る東北周遊７日間

出 発 日： ４月３日 募集人員： ２５名 【コース No.B２０01】

旅行代金： （東京駅発着）おとな 1 名様／1 室 2 名 220,０00 円、1 室 1 名 ２４９,０00 円
（仙台駅集合・解散）おとな 1 名様／１室 2 名 20８,０00 円、1 室 1 名 ２３７,０00 円
日程

行 程（―JR ＋＋私鉄 ＝バス又は送迎バス ・・・徒歩）
東京駅(６：３０頃) ―大宮駅―（東北新幹線・普通車指定席）―仙台駅（８：０５頃／オープニングセレモ
ニー＜予定＞）―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―福島駅（イベント＜予定＞・自由昼食／各自負担）
４/３
―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―いわき駅＝宿泊施設（1７：２0 頃）
泊 楢葉/J ヴィレッジ アネックス又はサウスウイング
宿泊施設（８：４０頃）・・・J ヴィレッジ駅―（E６５３系・普通車指定席）―仙台駅―小牛田駅―（風っこ・指
定席）―女川駅（地元おもてなし）―（風っこ・指定席）―鳴子温泉駅＝宿泊施設（１８：３０頃）
４/４
泊 鳴子温泉/鳴子観光ホテル
宿泊施設（８：４０頃）＝鳴子温泉駅―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―釜石駅＋＋（三陸鉄道・レトロ
車両・車中にて語り部ガイド）＋＋宮古駅＝浄土ヶ浜レストハウス＝宿泊施設（１７：２０頃）
4/5
泊 浄土ヶ浜/浄土ヶ浜パークホテル
宿泊施設（7：4０頃）＝宮古駅＋＋（リゾートあすなろ・普通車指定席）―八戸駅＝（昼食）＝櫛引八幡宮
（神主による社殿・国宝館ガイドツアー）＝八戸駅＋＋（リゾートあすなろ・普通車指定席）＋＋青森駅＝
三内丸山遺跡＝旧弘前偕行社（郷土料理の夕食・館内ガイドツアー・津軽三味線の演奏をお楽しみくだ
4/6
さい）＝宿泊施設（２１：１０頃）
泊 弘前/アートホテル弘前シティ
宿泊施設（８：４０頃）＝弘前駅―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―五所川原駅・・・津軽五所川原駅＋
＋（津軽鉄道・普通車自由席）＋＋金木駅＝高山稲荷神社＝立佞武多の館（昼食・見学）＝五所川原駅―
4/7
（リゾートあすなろ・普通車指定席）―秋田駅・・・宿泊施設（１９：１５頃）
泊 秋田/ホテルメトロポリタン秋田
宿泊施設（７：５０頃）・・・秋田駅―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―象潟駅＝象潟郷土資料館（池田
修三の木版画や関係資料を展示）＝蚶満寺・・・九十九島（１０３あまりの島々が浮かんでいるように見え
る国指定天然記念物の絶景）＝ねむの丘（昼食）＝象潟駅―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―鶴岡
4/8
駅＝出羽三山神社（昇殿参拝）＝宿泊施設（１７：５０頃）
泊 天童温泉/ほほえみの宿 滝の湯
宿泊施設（９：３０頃）＝銀山温泉（自由散策）＝寒河江（いちご狩り）＝（昼食）＝山形駅―（とれいゆ つ
４/９
ばさ・お座敷指定席）―福島駅―（リゾートあすなろ・普通車指定席）―仙台駅（１７：４０頃）―（東北新幹
線・普通車指定席）―大宮駅―東京駅（１９：５０～２１：３０）

商品名：「三陸沿岸縦断復興の軌跡と三陸の海の幸・絶景・鉄道３日間

出 発 日： ５月９日、18 日、23 日、6 月 15 日、22 日、29 日

募集人員： 各２５名 【コース No.B２1０４】

旅行代金： おとな１名様／１室３名 ７９,８00 円、1 室２名 ８６,８00 円、１室１名 91,800 円

食事

日程

食事

行 程（―JR ＋＋私鉄 ＝バス又は送迎バス ・・・徒歩）
上野駅(８：００頃) ―（常磐線特急ひたち・普通車指定席／運転再開区間を含む全区間乗車）―仙台駅
＝宿泊施設（1５：３0 頃）
1 日目
泊 南三陸温泉/南三陸ホテル観洋
宿泊施設（１０：００頃）＝志津川地区（東日本大震災を語り部にて学ぶ）＝南三陸さんさん商店街（昼食）
＝気仙沼市内・浮見堂（東日本大震災で被災し、再建が完了）＝シャークミュージアム（気仙沼にある日
2 日目
本で唯一のサメの博物館）＝宿泊施設（１７：００頃）
泊 鵜住居/浜べの料理宿 宝来館
宿泊施設（9：３０頃）＝うのすまい・トモス（東日本大震災の記憶や教訓を将来に伝える）・・・鵜住居駅＋
＋（三陸鉄道震災学習列車／三陸鉄道社員が今の被災地の状況や現状の問題を説明）＋＋宮古駅＝三
３日目
陸復興国立公園・浄土ヶ浜（昼食）＝龍泉洞（日本三大鍾乳洞の一つ）＝盛岡駅―（東北新幹線・普通車
指定席）―大宮駅―東京駅（２０：３０～２１：３０）
東北 DC に関する商品を掲載した別冊パンフレットをご用意しています。その他の旅行商品は、
日本の旅、鉄道の旅ホームページをご覧ください。 URL: https://www.jrview-travel.com/
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航空（JAL）と鉄道（JR 東日本）のタイアップ企画
東北各県の空港間を飛行する航空機と各地域間を運行する
観光列車（のってたのしい列車）を組み合わせた行程で東北周遊
観光の新しい形を提案します。

名 称： 東北 DC Air & RAIL

実施日：5 月 15 日・16 日

使用航空機材：エンブラエル 190（95 席）
使用鉄道車両：とれいゆ つばさ（１４３席）など

行程案
コース１ 航空機（仙台空港→青森空港）+リゾートしらかみ
コース２ 航空機（青森空港→福島空港）+風っこ
コース３ 航空機（福島空港→秋田空港）+新幹線
コース４ 航空機（秋田空港→山形空港）+とれいゆ つばさ
コース５ 航空機（山形空港→花巻空港）+とれいゆ つばさ
コース６ 航空機（花巻空港→山形空港）+とれいゆ つばさ

機内・車内での主なサービス

記念搭乗・乗車証明書、記念グッズの配布

東北地域の観光案内

販売方法：下記の旅行会社にて取扱いいたします。
㈱びゅうトラベルサービス、クラブツーリズム㈱
※詳しくは上記取扱い各社へお問い合わせください。


【びゅうトラベルサービス商品紹介サイト】
●「JAL チャーター便」と「リゾートしらかみ」で行く青森日帰りの旅
https://www.jrviewtravel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo
=21B0135
●「JAL チャーター便」と「リゾートしらかみ」で行く青森・秋田 2 日間
https://www.jrviewtravel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo
=21B0092

JTB と JR 東日本のタイアップ 「にっぽん丸」チャーター企画
「にっぽん丸」を東北ＤＣにあわせてチャーターし、クルーズ船と新幹線を組み合わせた新しい旅行商品をＪＴＢオリジナ
ルのチャータークルーズブランド「碧彩季航（あおいろきこう）」にて発売いたします。船内では、東北６県の食材を使用し
た特別ディナー、東北地酒飲み比べイベント、東北芸能の披露など、東北の魅力を存分に楽しめるオリジナルプランをご
用意します。
レール＆クルーズで東北周遊観光の新しい形をお楽しみください。

名称 : 碧彩季航「東北 DC クルーズ＆レール」

設定日: 2021 年 6 月 16 日～2021 年 6 月 19 日

クルーズ航路: 青森港～宮古港～東京港（東京国際クルーズターミナル）

行程案:
東京＝＝新幹線＝＝新青森・・・青森港～～クルーズ～～
宮古港～～クルーズ～～東京国際クルーズターミナル

販売方法:
全国の JTB 又は JTB クルーズ商品取扱店にて承ります。
「にっぽん丸」イメージ
※発売開始：2021 年３月２９日（月）14：00～

②各宿泊施設が東北ＤＣ特別宿泊プランを販売
各宿泊施設が、東北ＤＣに合わせて、「巡るたび、出会う旅。東北」という
名前を付けた各宿泊施設のオリジナルプランを宿泊予約サイトで販売します。
【巡るたび、出会う旅。東北 宿泊プラン】
③東北 DC にあわせたきっぷの販売

えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（50％割引）」
（乗車券つき）を東北・山形・秋田・北海道新幹線にご用意します！
・利用期間：2021 年４月３日～2021 年９月 30 日
「普通車指定席」だけでなく、目玉として、これまで設定したことのない「グリーン車」、「グランクラス」（飲料・軽食なし）に
「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」（50％割引）を設定します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在「グランクラス」の営業を中止しております。「グランクラス」の「お先にト
クだ値スペシャル」は営業再開次第、発売を開始いたします。発売開始時期については別途お知らせいたします。



大人の休日倶楽部パスの特別設定について
【特別設定 大人の休日パス 東日本スペシャル】
発売期間：３月 13 日～４月 18 日
利用期間：４月 13 日～４月 22 日
有効期間：４日間
15,270 円
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【資料 6】東北在住の皆さまの東北エリア内旅行を促進します。
①「東北の魅力」を楽しむ、東北域内発着旅行商品の充実
各旅行会社さまに対して、ＷＥＢ商談会や東北ＤＣ素材説明会、旅行会社キャラバンなどを行い、東北ＤＣの 4,200 を超え
るコンテンツや約 200 の特別企画の情報を提供し、東北域内発着旅行商品の充実を図りました。

八幡平

地元ガイドとあるく“八幡平ドラゴンアイ”

駅から始まる東北各地のハイキングコースを、東北Ｄ
Ｃ期間中、82 コース設定しました。歩くからこそ発見
できる、新しい東北との出会いをお楽しみください。
東北域内発着の旅行商品や観光プランの情報を東
北観光推進機構のホームページに集約します。

【びゅうトラベルサービスの現地観光プラン・東北発商品】

【ＷＥＢで紹介されているＪＴＢの現地観光プラン】

②東北各地のイベント情報を東北ＤＣホームぺージに集約
東北在住の方が出掛けるきかっけになる東北エリアのイベント情報を、東北ＤＣホームページに集約し探しやすくします。東
北ＤＣ期間中に開催される多数のイベントをカレンダーでチェックでき、「時間ができたけど、何かおもしろいイベントはないか
な」というニーズに対応することで、東北在住の方の旅行を喚起します。
③地元のおすすめ情報発信「＃東北ＰＲ局」
「東北ＰＲ局」は、地域の方々が積極的に地元の観光資源や旬の魅力を、インスタグラムを通じて発信する企画です。投稿する
際は、共通の「＃東北ＰＲ局」を付け、検索や情報収集をしやすくします。
各県出身者や地元で活躍しているタレントなど地域に根差した著名人を支局長として任命し、地域の方々に呼びかけて、地
元の人だから知り得る旬の情報や東北の魅力、自身おススメの観光地や物産などの写真を投稿してもらいます。投稿された写
真は、東北 DC ホームページに掲載し、発信していきます。
【各県の東北ＰＲ局の支局長】
【青森県支局長】

【岩手県支局長】
岩手まるごと
おもてなし隊

【宮城県支局長】
奥州・仙台おも
てなし集団
伊達武将隊

【秋田県支局長】

【山形県支局長】

相場 詩織

ミッチーチェン

【福島県支局長】
母心

④ラジオ、フリーペーパーなどによる周辺県の情報提供
日々の生活に密着した媒体を活用して「身近なお出かけ情報」を発信し東北エリア内の旅行を促進します。

ラジオ 東北 6 県のエフエム局のローカルワイド番組内で、ゴールデンウィークや夏休み・
お盆前などに、各局独自のお出かけ情報を放送します。
（エフエム青森、エフエム岩手、Date fm（エフエム仙台）、エフエム秋田、
エフエム山形、ふくしまＦＭ）

フリーペーパー
東北 6 県のフリーペーパーへ、東北 DC 企画として身近なお出かけ情報を掲載します。

東北広域観光パンフレットの設置
東北 6 県の主なコンビニエンスストアなどに「東北広域観光パンフレット」を設置します。
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【東北広域観光パンフレット】

【資料 7】東北の地産品などの消費拡大を図ります。
①デジタル周遊スタンプラリー&クーポンで、東北域内約 1,000 箇所で
デジタルクーポンの提供
スタンプラリーに参加すると、店舗や道の駅など約 1,000 箇所で、割引
や特典が受けられる、「デジタルクーポン」が利用できます。また、スタンプ
を取得した方には周辺のクーポン利用スポットをメールで案内し、東北の
周遊促進を図ります。
※メール配信は、4 月中旬開始予定

〇クーポンの利用方法
・クーポンをスマートフォン上に表示
・「クーポンを利用」ボタンをスライド
・画面を施設の方に提示
〇クーポン提供施設
観光施設、道の駅
各社のレンタカー営業所、酒蔵
宿泊施設、鉄道駅など

②東北地域活性化ブランド「東北 MONO」プロジェクトの展開について
【デジタルクーポン】

「東北 MONO」とは
東日本大震災から 10 年の節目となる 2021 年４月より開催される東北デスティネーション
キャンペーンを契機として、更なる東北地域の観光復興を加速させることを目的とした東北の
「者」と「物」の価値を最大化する継続的なプロジェクトです。新しい東北のブランドづくり、
産直市・物産展・食材フェアの開催、地域事業者とのネットワークづくり
観光プロモーションを行います。
※具体的な取扱商品やイベント内容は以下のサイトをご覧ください。
「東北 MONO」ウェブサイト URL: https://www.jreast.co.jp/tohokumono/
JRE MALL ウェブサイト URL: https://www.jreastmall.com/shop/


【東北 MONO ロゴマーク】
「東北 MONO」 JR 東日本グループ会社の取組み
JR 東日本東北総合サービス㈱ URL: http://www.livit.jregroup.ne.jp/

東北 MONO を取り揃えた商品棚の展開、東北 6 県のご当地米や銘店監修のラーメンを販売。

東北の素材を活用したスティックチーズケーキを販売。

数量限定でロゴ入りトートバッグをノベルティとしてプレゼント。

㈱JR 東日本リテールネット URL: https://j-retail.jp/

東北の食材を活用したオリジナル商品の開発。

対象商品を購入いただいたお客さまに抽選で東北 MONO の詰め合わせなどをプレゼント。

EC 販売「東京みやげ KIOSK モール HANAGATAYA」にて、東北土産人気商品を詰め合わせたセットを送
料無料で販売数量限定で販売。伝統工芸品「福だるま」をノベルティとしてプレゼント。

東北物産フェアの実施。

㈱JR 東日本サービスクリエーション URL: https://www.jresc.co.jp/

東北・秋田・山形新幹線車内で東北地方の地産品の販売。

その他の車内販売を実施している新幹線・特急列車などでは NewDays とコラボし、東北 6 県の地酒を用
いたチョコレートを販売。

その他グループ会社での取組み

㈱JR 東日本青森商業開発、秋田ステーションビル㈱、仙台ターミナルビル㈱、㈱アトレ、㈱ルミネ、㈱紀ノ國屋、
ジェイアール東日本商業開発㈱、JR 東京西駅ビル開発㈱、㈱鉄道会館、㈱ジェイアール東日本都市開発、㈱千
葉ステーションビル、㈱横浜ステーションビル、㈱オレンジページ、㈱JR 東日本ウォータービジネス、㈱JR 東
日本商事、㈱JR 東日本フーズなど、JR 東日本グループ各社にて東北 MONO を活かしたフェア、催事などを
実施。
※㈱JR 東日本リテールネット、㈱JR 東日本フーズ、㈱JR 東日本ウォータービジネス、㈱鉄道会館の 4 社は
2021 年 4 月 1 日をもって合併し、新社名㈱JR 東日本クロスステーションとしてスタートいたします。
※2021 年 3 月 16 日現在、車内販売は営業を中止しています。
※詳しくは各社ホームページなどに掲載いたします。



③東北産食材を使った「TOHOKU SALAD-とうほくサラダ-」の提供
東北ＤＣ推進協議会と全農東北プロジェクトが、東北の食材を提供する
事業者の皆様と協力して、食材を通して東北の魅力を紹介するとともに、
東北の食材への理解促進と消費拡大につなげることを目的に実施します。

参加施設 ： 飲食店、宿泊施設、総菜店など

ＴＯＨＯＫＵ ＳＡＬＡＤの条件 ： サラダのメインに東北産の
食材を使っていること。

SNS（インスタグラム）への写真投稿：各店や消費者に
「＃tohokuｓａｌａｄ」で写真投稿を呼び掛け、各店オリジナルの
「ＴＯＨＯＫＵ ＳＡＬＡＤ」を一覧できるようにします。

リーフレットを作成し、産直市やイベントなどで配布します。
【グリルみのる様のＴＯＨＯＫＵ ＳＡＬＡＤ】
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【リーフレット】

【資料 7】東北の地産品などの消費拡大を図ります。
④各商業施設などでの東北地産品などの販売拡大

JRE MALL にて東北 DC タイアップキャンペーンを行います。URL: www.jreastmall.com/

取り扱い商材（予定） 肉、海鮮、酒、スイーツ・お土産、工芸品など

販売促進
期間中、4,000 円以上購入の方を対象に抽選 200 名様に、JRE POINT１０００ポイントプレゼント。キャンペー
ンバナーを季節ごとのバナーに変更します。


NewDays、NewDaysKIOSK「東北 DC フェア」
東北の食材を使用したオリジナル商品（おにぎり・パン・お菓子・お酒など）を発売し、対象商品を一定金額以上ご購
入いただいた方に抽選で、東北 MONO の詰め合わせなどをプレゼントする応募型のキャンペーンを実施します。

開催期間：2021 年 4 月 20 日～5 月 10 日



JR フルーツパーク仙台あらはま「野菜の摘みとり体験・特別デザートの提供」
季節ごとの旬の野菜の摘みとり体験を開催するほか、施設内のカフェ・レストラン「レ ポム」にて特別デザートを提
供します。

開催期間：2021 年 4 月～9 月



のもの「東北 6 県フェア」
東北各県の食材や郷土料理を商品化しレストランにて販売するほか、東北各県のお菓子やおつまみ、総菜、お酒な
どを販売します。

対象施設（飲食）：のものキッチン池袋、かよひ路のもの上野店（2021 年 4 月～9 月）

対象施設（物販）：のもの上野、のもの秋葉原、のものグランスタ丸の内（2021 年 4 月～6 月）

⑤新幹線を活用した鮮度の高い地産品の輸送

首都圏ターミナル駅における「東北 6 県 DC 産直市」の実施
エリア

上野駅

東北 6 県

4 月 8 日-4 月 10 日

青森

5 月 27 日-5 月 29 日

秋田

5 月 13 日-5 月 15 日

岩手

6 月 24 日-6 月 26 日

宮城

4 月 15 日-4 月 17 日

山形

6 月 17 日-6 月 19 日

福島

9 月 9 日-9 月 11 日

東京駅
―

大宮駅
―
6 月 2 日-6 月 8 日

北東北
7 月 16 日-７月 20 日

6 月 16 日-6 月 19 日
5 月 20 日-5 月 25 日

南東北
①5 月 18 日-5 月 22 日
②9 月 15 日-９月 19 日

7 月 13 日-7 月 17 日
9 月 14 日-9 月 18 日
8 月 24 日-8 月 28 日

※東北 6 県 DC 産直市（4 月～9 月＠上野駅・東京駅・大宮駅）では新幹線による荷物輸送を活用


高輪ゲートウェイポケマルシェ
JR 東日本は、生産者から直接食材を購入できるオンラインマルシェを運営する株式会社ポケットマルシェと連携し、
高輪ゲートウェイ駅において「高輪ゲートウェイ駅ポケマルシェ」を開催しています。
（開催日程など、詳細は別途お知らせします。）
新幹線の活用による採れたての農水産物の提供や、東北の生産者と消費者を繋ぐ新しい購買体験を提案します。
東北地方の旬な農水産物を取り扱うことで、東日本大震災から 10 年を迎えた東北地方を「食」を通じて応援します。
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【資料 8】様々な連携や「TOHOKU サポーター」と共に東北 DC を盛り上げます。
①東北ＤＣ協賛企業による協力

キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

「デジタル周遊スタンプラリー&クーポン」の賞品としてドリンクをご提供いただきます。

「午後の紅茶おいしい無糖 600ml」を東北 DC 応援ラベルで、６月 1 日からＪＲ東日本の
ＮｅｗＤａｙｓなどで販売します。
この商品 1 本につき 1 円が、東北各県の地域の活性化に活用されます。



株式会社交通新聞社
「旅の手帖」2021 年 3 月号の特別付録として「東北ＤＣハンドブック」を発行
旅行中の携帯に便利なＢ５判、全 100 ページで東北の魅力が紹介されています。

②様々な企業・団体などとの連携による事業推進 ※50 音順
※主な連携企業・団体

ＡＮＡグループ
東北ＤＣへの情報発信

経済産業省東北経済産業局
キャッシュレス化推進への支援

国土交通省東北運輸局
国内外への情報発信や TOHOKU ＭａａＳへの支援

国土交通省東北地方整備局
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンのテーマ賞への協力

ＪＴＢ、KNT-CT、ＪＲグループ、東武トップツアーズ、日本旅行、名鉄観光 協定旅館ホテル連盟
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンのテーマ賞の賞品提供

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
東北の優良な食材を使ったオリジナル商品を毎月発売

全農東北プロジェクト（ＪＡ全農）
「ＴＯＨＯＫＵ SALAD」をはじめとした商品の提供・ＰＲなどにより、東北の食材の魅力を発信

津軽鉄道、弘南鉄道、青い森鉄道、三陸鉄道、ＩＧＲいわて銀河鉄道、仙台市交通局、秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道、
山形鉄道、阿武隈急行、福島交通、会津鉄道、青函トンネル記念館
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンのテーマ賞の賞品提供

（一社）東北経済連合会
東京で開催するイベント「東北ハウス」で東北ＤＣをＰＲ

東北鉄道協会
加盟各社へデジタル周遊スタンプラリー＆クーポンへの参加やイベント実施などの働きかけ

東北「道の駅」連絡会
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンへの参加、「道の駅」での東北ＤＣのＰＲ

東北・夢の桜街道推進協議会
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンのテーマ賞の賞品提供

東北六県商工会議所連合会
東北各地の多様な「祭り」や「伝統行事」のＰＲ

日本航空株式会社
東北の魅力発信と国内外からの誘客促進

日本酒造組合中央会東北支部、山形県ワイン酒造組合
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンのテーマ賞の賞品提供

NEXCO 東日本 東北支社
デジタル周遊スタンプラリー＆クーポンへの賞品提供など
車で東北を周遊する旅の促進

ＦＩＮＥ東北
東北ＤＣのテーマで、インスタグラムフォトコンテストの開催

株式会社ファミリーマート
東北各県のご当地で親しまれているメニューの商品化

特定非営利活動法人みちのくトレイルクラブ
「みちのく潮風トレイルコース」参加施設へのデジタル周遊スタンプラリー＆クーポンの参加働きかけ

株式会社ローソン
東北の素材を活かした商品の販売

(一社)ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構
東北 DC 特別企画への協力

（一財）カルチャー・ヴィジョン・ジャパン
東北の「アート」コンテンツに関する情報提供
※今後、具体的な連携内容が決まった企業・団体については、改めてご紹介します。
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【資料 8】様々な連携や「TOHOKU サポーター」と共に東北 DC を盛り上げます。
③「ＴＯＨＯＫＵサポーター」による東北ＤＣの盛り上げ
2020 年 10 月より募集を開始した「TOHOKU サポーター」は、東北 6 県にお住まいの方を対象にした「Welcome to
TOHOKU 隊」と東北 6 県以外にお住まいの方を対象にした「ＴＯＨＯＫＵ Ｆａｎ」があり、日々登録数は増加しております。
ＴＯＨＯＫＵサポーターの皆さまそれぞれの取り組みが、東北ＤＣを盛り上げてくれています。

登録者数（2021 年 3 月 15 日現在）
Welcome to TOHOKU 隊
1,714 件（個人+団体）、42,522 人
ＴＯＨＯＫＵ Ｆａｎ
1,247 件（個人+団体） ※32 都道府県在住の皆様から登録いただいております。
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