2021 年 ９ 月 30 日
ＪＲ東日本秋田支社

～「巡るたび、出会う旅。東北」秋冬のプロモーション～

秋田・津軽の旬の魅力を発信します！
東北デスティネーションキャンペーン推進協議会とＪＲ東日本は、2021 年９月 30 日まで「東北デス
ティネーションキャンペーン」
（以下、
「東北 DC」
）を開催してきました。東北 DC 終了後も「紅葉」
「温泉」
「食」などをテーマに、引き続き秋冬の東北の魅力を発信していきます。
これに伴いＪＲ秋田支社では、秋冬のご旅行に合わせたおトクなきっぷの設定やスイーツの新商品発
売、秋田・津軽の旬の魅力をお楽しみいただく特別企画など展開します。
これからも「巡るたび、出会う旅。東北」を、秋田・津軽からお待ちしています。

１

概要

（１）期間 2021 年 10 月 1 日（金）～2021 年 12 月 31 日（金）

（２）地域 東北６県

（３）名称 「巡るたび、出会う旅。東北」

２ 秋田支社のプロモーション
（１）秋田の旅を楽しもう！特別企画乗車券「あきたホリデーパス」を発売します！

【別紙１】

（２）新スポット登場！秋の行楽におすすめの新コースが好評発売中です！

【別紙２】

（３）駅たびコンシェルジュ秋田で観光プロモーションを開催します！

【別紙３】

（４）秋田のんめもの弁当「スイーツ編」を発売します！

【別紙４】

※コロナウイルス感染症拡大防止の事由により予告なく変更となる場合があります。

【別紙１】

秋田の旅を楽しもう！
特別企画乗車券「あきたホリデーパス」を発売します！
ＪＲ秋田支社では、秋田県内の旅行に便利な「あきたホリデーパス」を期間限定で発売します！
フリーエリア内の鉄道が１日乗り降り自由で、おトクな価格で利用できます。利用開始日を例年より早い 11
月３日からにしました。美しい紅葉や冬の小正月行事など、秋田の魅力を探しに鉄道でお出かけしてみてはい
かかがでしょうか？
うっ とう

さらに、ご利用日に打当温泉であきたホリデーパスをご提示いただくと、日帰り入浴料が割引になる特典も
ございます！この機会に、ぜひ秋・冬の県内旅行をお楽しみください。

■概

要

フリーエリア内のＪＲ線のほか、秋田内陸縦貫鉄道線全線、
由利高原鉄道線全線の普通列車（快速含む）普通車自由席が
１日乗り放題です。
※特急列車（秋田新幹線を含む）及び急行列車（秋田内陸縦貫
鉄道もりよし号）
、快速リゾートしらかみ号等をご利用の際は、
別に特急券・急行券・指定席券をお買い求めください。

■発 売 額

おとな 2,440 円 こども 1,220 円

大人の休日倶楽部会員 1,880 円

■発売期間

2021 年 10 月 27 日（水）～2022 年２月 27 日（日）

■利用期間

2021 年 11 月３日（水）～2022 年２月 27 日（日）までの土・日・祝日
※12 月 25 日（土）～１月 10 日（月）の間は毎日ご利用いただけます。

■有効期間

１日間

■発売箇所

フリーエリア内のみどりの窓口、指定席券売機、駅たびコンシェルジュ、主な旅行会社
※大人の休日倶楽部会員用は、旅行会社では購入できません。

■特

典

うっ とう

ご利用日に打当温泉で「あきたホリデーパス」をご提示いただくと、日帰り入浴料が通常
600 円から 450 円に割引となります。

【別紙２】

新スポット登場！
秋の行楽におすすめの新コースが発売中です！
ＪＲ秋田支社とびゅうトラベルサービスでは、秋のお出掛けにおすすめのコースを発売中です。びゅ
う初登場の観光地を盛り込んだ日帰りコースをご用意しました。特に、世界文化遺産に登録となった伊
勢堂岱遺跡と大湯環状列石や、貸切見学となる青森県中泊町のステンドグラスが美しい「宮越家」がおす
すめです。各地のおすすめスポットと共に、紅葉や温泉など秋らしさもお楽しみいただけます。
また、秋田県内を巡るコースは、秋田県内在住の方限定の旅行商品で、
「旅して応援！あきた県民割キ
ャンペーン」により、お求めやすくなっております。
この機会に、秋を楽しむ旅へお出掛けください。

1

大正浪漫かほるステンドグラス 宮越家「離れ・庭園」貸切鑑賞 青森県中泊町日帰りの旅
⑴ 日

程

⑵ 行

程

10 月 31 日（日）
・11 月７日（日） 日帰り

※以下の WEB サイトからも行程の内容がご確認いただけます。
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=21B0443&genteiCd=2
⑶ 募集人数

各 22 名（最少催行人員 各 14 名）

⑷ 旅行代金

秋田駅発着

おとな １名さま 20,800 円（税込）

八郎潟駅発着 おとな １名さま 20,300 円（税込）
東能代駅発着 おとな １名さま 19,600 円（税込）

（大人の休日倶楽部会員及び会員さまとご一緒に参加される
お客さまは上記料金よりお一人さま 1,000 円割引となります。）
⑸ コースのおすすめポイント
①

青森県北津軽郡中泊町に所在する旧家「宮越家」貸切見学！
ステンドグラスが彩られた離れ「詩夢庵」や奥津軽屈指の名園「静川園」などがある「宮越家」
は、築 100 周年を記念し、2020 年に初めて一般公開されました。通常は期間限定で事前予約のみ
の一般公開ですが、今回は特別に貸切で鑑賞できる貴重な機会となります。
特に、離れ「詩夢庵」のステンドグラスは、花木によって季節の移ろいを表すとともに、背面の
庭木を借景としており、ステンドグラスと庭木の美しい共演をお楽しみいただけます。

②

はくちょう亭奈良屋で名物中泊メバルの刺身と煮付け膳を味わう
メバルは白身でクセがなく、身の締まりと淡白で上品な味わいが特徴です。そのメバルをふんだ
んに使った中泊メバルの刺身と煮付け膳は、高級魚メバルの水揚げが青森県ナンバーワンの中泊
町のご当地グルメです。メバルの刺身姿盛りやメバルの煮付けなどメバルを余すところなくご賞
味ください。

③

津軽の鉄道を満喫
特急つがる号と人気のリゾートしらかみ号にご乗車いただきます。さらに、奥津軽を走る風物列
車「津軽鉄道」にもご乗車いただき、昔懐かしい雰囲気の車内でゆったりと鉄道の旅をお楽しみい
ただけます。

【宮越家 詩夢庵】

２

【中泊メバルの刺身と煮付け膳】

【津軽鉄道】

祝・世界文化遺産登録！伊勢堂岱遺跡と大湯環状列石 縄文ロマンに会いに行こう

⑴ 日

程

⑵ 行

程

10 月 16 日（土）
・23 日（土）
・30 日（土） 日帰り

※以下の WEB サイトからも行程の内容がご確認いただけます。
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=21B0445&genteiCd=2

⑶ 募集人数

各 22 名（最少催行人員 各 14 名）秋田県内在住者限定

⑷ 旅行代金

秋田駅発着 おとなお一人さま（税込）

旅行代金

旅行代金への支援額

お支払実額

15,800 円

5,000 円

10,800 円

（八郎潟駅発着 －1,000 円、森岳駅発着 －1,700 円）
（地域限定クーポンお一人さまあたり 2,000 円分付・当日お渡し）

（大人の休日倶楽部会員及び会員さまとご一緒に参加される
お客さまは上記料金よりお一人さま 1,000 円割引となります。）

⑸ コースのおすすめポイント
① 世界文化遺産の伊勢堂岱遺跡と大湯環状列石で縄文ロマンに浸ろう！
北海道・北東北の縄文遺跡群の伊勢堂岱遺跡と大湯環状列石を一度に回ることができる コー
スです。縄文時代の人々の生活と精神文化を今に伝える貴重な文化遺産を、ガイドの説明を聞き
ながらじっくりとご見学いただけます。帰る頃には縄文マスター！？
② 北鹿ハリストス正教会聖堂
1892 年に建てられた「曲田福音会聖堂」は、良質な秋田杉を巧みに加工して造られた日本最
古の木造ビザンチン様式の建物です。外見はこじんまりとしたかわいらしい教会ですが、中へ入
ると四方を囲むアーチの上に八角形のドームが架けられており、明治時代の木造の擬洋風建築と
して文化的な価値もあります。厳かな雰囲気の中ご見学をお楽しみいただけます。

【伊勢堂岱縄文館】

【大湯環状列石】

【北鹿ハリストス正教会】

３ 秋田新幹線で行く 紅葉の田沢湖遊覧船 乗船！乳頭温泉郷 秘湯「鶴の湯温泉」湯ったり日帰り旅

⑴ 日

程

⑵ 行

程

10 月 16 日（土）
・24 日（日） 日帰り

※以下の WEB サイトからも行程の内容がご確認いただけます。
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=21B0470&genteiCd=2

⑶ 募集人数

各 30 名（最少催行人員 各 20 名）秋田県内在住者限定

⑷ 旅行代金

秋田駅発着 おとな（こども）お一人さま（税込）

旅行代金

旅行代金への支援額

お支払実額

17,500 円

5,000 円

12,500 円

(14,800 円)

(5,000 円)

(9,800 円)

（地域限定クーポンお一人さまあたり 2,000 円分付・当日お渡し）

⑸ コースのおすすめポイント
① 日本一の水深！瑠璃色にきらめく湖面が美しい田沢湖
田沢湖レストハウスでお買い物を楽しんだ後は、田沢湖遊覧船で湖上からの景色たっぷり ご
堪能いただきます。白浜から出航し、名勝・御座石やたつこ像もご覧いただけます。紅葉の美し
い田沢湖の風景を陸と湖上、それぞれ違った角度からお楽しみください。
② 乳頭温泉郷 秘湯「鶴の湯温泉」で入浴と名物山の芋鍋を堪能！
温泉好きの憧れ乳頭温泉郷。特にその中の一つ「鶴の湯温泉」は、秘湯として全国的にも有名
です。その鶴の湯温泉には、４種類の泉質の異なる源泉があり、それぞれ白湯、黒湯、中の湯、
滝の湯と呼ばれています。紅葉に染まる温泉郷の景色を眺めながら浸かる温泉は、身も心も癒し
てくれます。また、昼食には名物山の芋鍋をいただけます。山の芋のもちもちとした団子、さら
にきのこや山菜などがたっぷり入った鍋を鶴の湯オリジナルの味噌仕立てで味わえます。

【田沢湖】

【鶴の湯温泉】

【山のはちみつ屋】

◎お申し込み方法
・店 頭

駅たびコンシェルジュ秋田

・お電話

駅たびコンシェルジュ秋田

TEL 018-837-1495
(営業時間 9:30～17:30)

大人の休日予約センター東北 TEL 0570-0109-15
(営業時間 平日 9:30～18:00 土・日・祝日 9:30～17:30)
・インターネット

各コースに記載されたＷＥＢサイトからお申込みいただけます

※２，３の旅行商品は秋田県の「旅して応援！あきた県民割キャンペーン」を活用しています。秋田県
在住の方以外のお申し込みはご遠慮ください。また助成金制度の変更等により、商品内容が予告なく
変更となる場合があります。

※コロナウイルス感染症拡大防止の事由により予告なく変更となる場合があります。ホームページか
ら最新の情報をご確認ください。JR 東日本の感染対策については、詳しくは下記リンクをご覧くだ
さい。 https://www.jreast.co.jp/corona-info/

※写真はすべてイメージです。

【別紙３】

駅たびコンシェルジュ秋田で
観光プロモーションを開催します！
駅たびコンシェルジュ秋田では、一般社団法人秋田犬ツーリズム（地域連携 DMO）、北秋田市、地域 DMO
株式会社かづの観光物産公社と連携し、世界文化遺産に登録された「大湯環状列石」や「伊勢堂岱遺跡」と
その周辺地域である大館市、北秋田市、鹿角市の魅力をご案内する観光プロモーションを開催します。
期間中、観光情報を紹介するパンフレット・ガイドブック等を配布するほか、プロモーション動画の放映を
行い、各地の魅力をみなさまにご紹介します。
この機会にぜひ駅たびコンシェルジュ秋田へお越しください。みなさまのご来店をお待ちしています。

１

実施期間

2021 年 10 月 2 日（土）～2021 年 10 月 31 日（日）

２

実施場所

駅たびコンシェルジュ秋田（営業時間 9:30～17:30）

３

主なプロモーション対象地域

４

主な実施内容

大館市、北秋田市、鹿角市

【駅たびコンシェルジュ秋田（外観）
】

⑴ パンフレット等の配布

「大湯環状列石」や「伊勢堂岱遺跡」をはじめとした周辺地域の観光情報を紹介するパンフレット・
ガイドブック等を配布します。
⑵ プロモーション動画の放映
各地の観光施設・自然等の魅力を紹介する動画や、遺跡をドローンで撮影した動画を放映します。
⑶

物販ブース
10 月２日（土）9 時 30 分～17 時、10 月 3 日（日）9 時 30 分～16 時に、地域 DMO 株式会社
かづの観光物産公社が秋田駅東西連絡自由通路「ぽぽろーど」にて、地元食材等の物販を実施します。
期間中、駅たびコンシェルジュ秋田にご来店いただいたお客さまへ、先着でちょっぴりプレゼント
を差し上げます。さらに、大館市、北秋田市、鹿角市の観光情報等についてお問い合わせいただいた
お客さまには、先着でご当地お菓子「秋田の枝豆（スナック）」もしくは、
「手づくりどばんくんクッ
キー」をプレゼントします。
（お一人さまどちらかおひとつ、無くなり次第終了）

【プロモーション動画「Discover

奥秋田」より】

【別紙４】

秋田のんめもの弁当「スイーツ編」を発売します！
JR 秋田支社では、株式会社関根屋と協力し、秋田の特産品をメインとした駅弁シリーズ「秋田のんめもの
弁当」スイーツ編を発売します。現在発売中の「東北 DC 記念 秋田のんめもの弁当」をモチーフに、見た
目そっくりなお菓子となっており、味はもちろん目でもお楽しみいただける商品です。
旅の記念やプレゼントとしても、おすすめです。
１

商品の概要
秋田のんめもの弁当「スイーツ編」

700 円（税込）
とんぶり入りの蒲鉾：ゴマ入り生クリームムース

鮭の麹漬け焼き：ねりきり
角館 御狩場焼き：マロンクリームとキャラメルコーヒーソース

秋田みその豚肉漬け焼き：ねりきり
わかさぎのからあげ：みたらしと黄身の素焼き

りんごのコンポート：パインゼリー

アスパラ：きなこ棒

しょっつるマリネ：生クリームとねりきり

海苔：チョコレート
秋田県産あきたこまち：生クリームとスポンジ
人参のいぶりがっこ：ねりきり

２

※写真はイメージです。盛り付けなどは実際の商品と異なる場合があります。

販売期間
2021 年 10 月８日（金）から 限定 500 個

３

数量限定販売！

販売箇所
NewDays 秋田ぽぽろーど店、NewDays 大曲、NewDays 角館

⑵

秋田駅ビル「トピコ」内弁当売店「関根屋」

４

⑴

掛け紙イメージ

販売元
株式会社関根屋〔〒010-0003 秋田市東通一丁目１－26 TEL:018-833-6461〕
【共同開発】 株式会社かおる堂

５

その他
現在販売中の「東北 DC 記念 秋田のんめもの弁当」を、10 月 1 日（金）から「秋田のんめもの弁当
『巡るたび、出会う旅。東北～秋・冬編～』
」として 12 月 31 日（金）まで販売します。
とは
東北エリアの人（者）と産品（物）の価値を最大化する継続的なプロジェクト。東日本大震災から 10 年目となる 2021 年 4 月より実施された「東北デス
ティネーションキャンペーン」を契機として、さらなる東北地域の復興を加速するために、JR 東日本グループが連携し、元気で豊かな東北の魅力をさらに発信す
る取り組み。

