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「東北デスティネーションキャンペーン」 開催に伴い各種イベントを実施します。
東北デスティネーションキャンペーン協議会と 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。
JR 東日本水戸支社では、東日本大震災から 10 年の節目としての東北 DC の盛り上げと、常磐線から東北
６県への観光流動を促進するため、旅行商品の設定やラッピング列車の運行など、様々な取組みを実施します。
ぜひこの機会に東北を巡っていただき、東北の魅力や復興へ向けての歩みなどに触れてみてはいかがでしょうか。
１ オープニングセレモニーの実施 ※中止
東北 DC のスタートを記念して、オープニングセレモニーを実施します。また、東北 DC の特別列車として
運行する「巡るたび、出会う旅。東北号」のお出迎えを実施します。
（1）開催日時 2021 年４月３日（土） 15 時 45 分頃～
（2）開催場所 JR いわき駅改札前自由通路
（3）式典内容 ・主催者挨拶

福島県

（3）式典内容 ・主催者挨拶

うつくしま浜街道観光推進会議

（3）式典内容 ・主催者挨拶
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・来賓者挨拶

いわき市

・テープカット

セレモニーイメージ

車体イメージ

・「巡るたび、出会う旅。東北号」のお出迎え
２ 東北デスティネーションキャンペーン×アニメ 続『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルコラボについて
水戸・仙台にゆかりのあるキャラクターが登場するアニメ 続『刀剣乱舞-花丸-』のキャラクターが東北 6 県の魅
しょくだいきりみつただ

力を、専用 WEB サイト「花丸東北めぐり旅」で情報発信していきます。団体臨時列車「特急 燭台切光忠」が
東北 DC に伴い運行決定！その他にも新しい駅長制服を着用したキャラクターなどの等身大パネルの設置や、オ
リジナルグッズ販売、刀剣プロジェクトコラボカフェなど、お楽しみいっぱいで皆さまをお出迎えします。
(1) コラボ名称：東北デスティネーションキャンペーン×アニメ 続『刀剣乱舞‐花丸‐』スペシャルコラボ
花丸東北めぐり旅
(2) 開催期間：2021 年 5 月８日(土)～6 月 30 日(水)
(3) 企画その１：東北６県みどころ紹介企画
東北６県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）各地の、自然豊かな
観光地や、歴史などが学べるスポットを専用 WEB サイトで紹介していきます。
東北デスティネーションキャンペーン×アニメ 続『刀剣乱舞‐花丸‐』スペシャルコラボ
花丸東北めぐり旅ホームページ https://www.jreast.co.jp/mito/tohokudc_touken

(4) 企画その２：団体臨時列車運行企画
① 「特急 燭台切光忠 水戸・仙台をつなぐ常磐線の旅」旅行商品の発売
■出発日及び運行区間
【A コース】 出 発 日：2021 年 5 月８日(土)、13 日(木)、15 日(土)、22 日(土)
運行区間：水戸駅(11:02 頃発)→いわき駅(12:34 頃発)→仙台駅(14:53 頃着)
※５月 13 日(木)出発のみ水戸駅(11:15 頃発)となります。
【B コース】 出 発 日：2021 年 5 月 9 日(日)、23 日(日)
運行区間：仙台駅(10:25 頃発)→原ノ町駅(11:46 頃発)→水戸駅(14:20 頃着)
■商品内容 運行区間の片道の JR 券（乗車券・指定席特急券）
「特急 燭台切光忠」弁当※お飲み物はつきません。
オリジナルグッズ(チケットホルダー、アクリルバッジ、ステッカー、ヘッドレストカバー)
■募集人員 各出発日 350 名(最少催行人員 100 名)
■旅行代金 1 名様
【A コース】

水戸発仙台着 おとな（こども）13,800 円（9,800 円）
いわき発仙台着 おとな（こども）11,800 円（7,800 円）

【B コース】

仙台発水戸着 おとな（こども）13,800 円（9,800 円）
原ノ町発水戸着 おとな（こども）11,800 円（7,800 円）

団体臨時列車「特急 燭台切光忠」

■お申込み方法

車体イメージ

・インターネット申込み限定です。（事前予約）

※応募期間中にお申込みいただき抽選にて当落選者を発表いたします。※先着順ではございません。
・お申込み先は下記の専用 WEB サイト「花丸東北めぐり旅『特急 燭台切光忠』」をご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/mito/tohokudc_touken/hanamaru_train
・応 募 期 間：2021 年３月 19 日(金)12:00～3 月 26 日(金)23：59 まで
・当落発表期間：2021 年 4 月 5 日(月)10:00～4 月 16 日(金)20：00 まで
■旅行企画・実施 （株）JTB
② 等身大パネルの設置
設 置 箇 所：水戸駅、仙台駅
設置キャラクター：燭台切光忠(新しい駅長制服着用)
おおくりから

たいこがねさだむね

つるまるくになが

大倶利伽羅、太鼓鐘貞宗、鶴丸国永
③ オリジナルグッズ販売

販売箇所：【水戸エリア】NewDays 水戸(一部店舗除く)、いばらきいいもの
【仙台エリア】NewDays 仙台(一部店舗除く)、NewDays 原町
販売内容：「特急 燭台切光忠」オリジナル A4 クリアファイル 2 種、缶バッジ４種セット

「駅長 燭台切光忠」
等身大パネル

メモ帳、キーホルダー、アクリルスタンド、クリアボトル
④ 刀剣プロジェクトコラボカフェの開催
開催店舗：【水戸エリア】BECK‘S COFFEE SHOP（水戸駅）Procafe(水戸市内)
ダテカフェオーダー

【仙台エリア】杜のカフェ cocode、カフェ杜の香り仙台駅店、DaTe Ｃafe Ｏ‘rder、
パスタハウストライアングル、ずんだ茶寮ずんだ小径店(各仙台駅)
※刀剣プロジェクトとは「刀 燭台切光忠」を所蔵する水戸・徳川ミュージアムでの刀剣保全に貢献するプロ
ジェクトです。売り上げの一部を刀剣プロジェクトに寄付します。

【最新情報はこちら】
東北デスティネーションキャンペーン×アニメ 続『刀剣乱舞-花丸-』スペシャルコラボ
花丸東北めぐり旅ホームページ https://www.jreast.co.jp/mito/tohokudc_touken
©2018Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞‐花丸‐』製作委員会

３ 駅からハイキング (東北 DC キャンペーンコース)
(1)ミニみちのく潮風トレイル in そうま（相馬市）
■開催期間：2021 年４月５日（月）～４月 30 日（金）
■起 点 駅：相馬駅
(2)泉町歴史さんぽ ～泉藩と泉城下町を巡る～（いわき市）

▲(1)相馬市 馬陵公園

■開催期間：2021 年５月 16 日（日）、６月 20 日（日）
■起 点 駅：泉駅
(3)羽黒公園～風呂山公園 花見と歴史を散策（塙町）
■開催期間：2021 年４月 29 日（木・祝）～５月５日（水・祝）▲(２)いわき市

泉城址

■起 点 駅：磐城塙駅
(4)春の矢祭山を満喫する（矢祭町）
■開催期間：2021 年４月 17 日（土）～５月 23 日（日）

▲(3)塙町 風呂山公園

■起 点 駅：矢祭山駅
(5)桜色に染まる街 春のいしかわウォーク（石川町）
■開催期間：2021 年４月 16 日（金）～４月 18 日（日）

▲(４)矢祭町 矢祭山

■起 点 駅：磐城石川駅
※詳しくは駅からハイキング HP をご覧ください。
▲(５)石川町 あさひ公園

URL: https://www.jreast.co.jp/ekihai/dc/

４ E657 系ラッピング列車を運行します！
常磐線特急 E657 系に東北６県の魅力ある観光素材をラッピングして運行します！
■運行期間 2021 年３月 16 日（火）～９月下旬頃
■運行区間 品川～仙台駅間
■対象列車 E657 系（10 両）×４編成
■デザイン：東北６県の観光施設等（画像は一例）
※運行期間等については、車両運行の都合で

E657 系 ラッピングイメージ

変更となる場合がございます。
【学ぶ】

【味わう】

【感じる】

【癒す】

【観る】

【楽しむ】

５ 宣伝 PR
（１）キャンペーンポスター
東日本大震災からの 10 年の節目としての東北 DC の盛り上げとして、いわきエリア、相双エリアの観光ポスター
を掲出し旅行需要を喚起します。
■掲出期間：2021 年３月 10 日（水）～９月 30 日（木）まで
■コンテンツ：願成寺 白水阿弥陀堂、復興サイクリングルートいわき七浜街道、百尺観音、
■コンテンツ：東日本大震災・原子力災害伝承館、相馬中村神社

（２）JR 東日本水戸支社公式 Twitter「ムコナの★ちい旅」情報発信
福島県浜通りを中心に、駅社員がお勧めする知る人ぞ知る観光スポットや、
地元しか知らない美味しいランチやスイーツがいただけるグルメ情報などを
「旅のナビゲーター ムコナ」がご紹介します。
〈ユーザー名〉＠jre_mito_657
※TWITTER、TWEET（ツイート）、RETWEET（リツイート）、Twitter のロゴは Twitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。

※当資料中の写真・イラスト等はイメージです。実際のものとは異なりますのでご了承ください。 また、イベント内容は変更となる場合があります。

この他にも様々な列車の運行等、おもてなしを実施いたします。 情報が決まり次第お知らせいたしますので、ぜ
ひこの機会に東北に足をお運びください。
東北デスティネーションキャンペーンとは
東北観光推進機構を中心に、東北 6 県の自治体や観光関係者と JR6 社などが一体となって行う大型
の観光キャンペーンです。開催期間は 2021 年 4 月１日～9 月 30 日で、東北 6 県で 6 カ月の開催は初
めての取り組みです。
震災から 10 年の節目に開催する「東北 DC」では、各県の力をかけ合わせて
東北の大きな力にし、東北の魅力を国内外へ発信することによって東北観光のブランド化を推進していきます。
この機会に多くのお客さまに東北を訪問いただき、復興に向けて歩む姿を
見ていただきたいと考えています。

