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 2 0 2 1 年 1 0 月 2 8 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

～「巡るたび、出会う旅。東北」秋冬のプロモーション～ 

ＪＲ盛岡支社の取組みについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

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（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島） 

（３） 名称 「巡るたび、出会う旅。東北」 

 

２ 臨時列車の設定 

東北の秋を楽しめる列車を運転します。 

（１）「のってたのしい列車」 

車内で本格的なグルメやお酒、壮大な車窓風景が楽しめる特別な列車で東北の旅をお楽しみ

ください。 

SL銀河 TOHOKU EMOTION 

・運行区間 

花巻駅～釜石駅間 

・運転日 

花巻⇒釜石 12 月 4日までの毎週土曜日 

釜石⇒花巻 12 月 5日までの毎週日曜日 

  
※11月 27日（土）・28日（日）の「SL銀河」

では「ＪＡＬふるさと応援隊（岩手県）」

がおもてなしをします 

 

・運行区間 

八戸駅～久慈駅間 

・運転日 

11月 6日～8日、12日、13日、15日、20

日～23日、27日～29 日 

12月 3日～6日、10日～13日、17日～19

日、24日～28日 

 

※旅行商品限定の団体臨時列車ですので、

専用の旅行商品をお買い求めください。 

 

 

 

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、東

北 6県の観光コンテンツをかけ合わせた魅力の創出や、デジタルを活用した情報発信など、様々な

東北 DCのレガシーを培ってきました。 

東北 DC終了後もこれらのレガシーを活用しながら、「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するとともに、ＪＲ盛岡支社では季節のイベントに合わせた臨時列車

を運行したり、様々なイベントを通じて、青森県・岩手県エリアへの送客を図っていきます。 

 これからも「巡るたび、出会う旅。東北」。東北でお待ちしています。 
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POKÉMON with YOU トレイン リゾートあすなろ 

・運行区間 

一ノ関駅～気仙沼駅間 

・運転日 

11 月 3 日、6日、7日、13 日、14日、20

日、21日、23日、27日、28日 

12月 4日、5日、11日、12日、18日、19

日、25日、26日、31日 

  

 

・運行区間 

八戸駅～大湊駅間 

・運転日 

11月 27日、28日 

 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/ 

 

（２）紅葉や秋のイベントをテーマにした列車 

紅葉やイベントなどに合わせた秋の臨時列車を設定しました。のんびりと列車にゆられなが

ら、移り変わる秋の景色をお楽しみください。 

館鼻岸壁朝市号 クリスマスおでかけ号 

運転区間：八戸駅～鮫駅間 

運転日：10 月 31 日、11 月 7 日・14 日・21

日・28日 

編成：キハ E130系 

 

運転区間：盛岡駅～仙台駅間 

運転日： 12月 25日 

編成：キハ 110系 

奥州平泉紅葉号 平泉菊まつり号 

運行区間：仙台駅～平泉駅間 

運転日：10月 30日・31日、11月 3日・6日・

7日 

編成：リゾートあすなろ編成 

 

運転区間：秋田駅～平泉駅間 

運転日： 10月 30日 

編成：リゾートあすなろ編成 

平泉錦秋紅葉号 さんりくトレイン宮古 

運行区間：秋田駅～平泉駅間 

運転日：11月 3日 

編成：リゾートあすなろ編成 

運行区間：盛岡駅～宮古駅間 

運転日：11月 21日、25日～30日 

編成：リゾートあすなろ編成 

※11月 21日は宮古市で開催される「鮭・あ

わびまつり」開催に合わせ宮古駅から祭り

会場までシャトルバスが運行されます。 

 

©2021 Pokémon.  

©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. / GAME FREAK inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ 

ゲームフリークの登録商標です。 

 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/
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※「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどりの窓口、主な旅行会社などで発売します。 

 えきねっとウェブサイト：https://www.eki-net.com/personal/top/index 

 

（３）旅行商品で発売する列車 

出発日 商品名 区間 

12月 18日（土） 冬の風物詩「遠野どべっこ祭り」特製どぶろくとハ

レの田舎料理を楽しむ日帰りの旅（仮称） 

盛岡駅～遠野駅 

   ※詳細は別途お知らせします。 

 

３ 東北へ向けたきっぷ・商品などの設定 

（１）えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」（50％割引） 

利用期間：2021年 4月 1日～2021年 12月 15日 

現在、東北・山形・秋田・北海道新幹線に設定している「お先にトクだ値スペシャル（乗

車券つき）」の利用期間を 2021 年 12 月 15 日まで延長しております。（当初利用期間は

2021年 4月 1日～2021年 9月 30日まで） 

※詳しくはえきねっとウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.eki-net.com/top/tokudane/ 

本商品は、首都圏へのご旅行に向けた設定もございます。 

ぜひ、岩手・青森エリアから首都圏へのご旅行にもご利用ください。 

 

・東北新幹線「はやぶさ」号でご利用いただける区間 

設定区間 
通常価格 

(新幹線 eチケット) 

えきねっとトクだ値 

乗車当日までの 

お申込み 

5％OFF 

お先にトクだ値 

13日前までの 

お申込み 

25％OFF 

期間限定 

お先にトクだ値スペシャル 

20日前までのお申込み 

50％OFF 

東京 
↔盛岡 14,810円 14,060 円 11,100円 7,400円 

↔新青森 17,470円 16,590 円 13,090円 8,730円 

※上記のほかに、東北新幹線「やまびこ」号で東京↔盛岡・一ノ関間のご利用もいただけます。 

 

 

 

 

にしわが温泉満喫号 宮古鮭号 

運行区間：盛岡駅～ほっとゆだ駅間 

運転日：12月 4日 

編成：リゾートあすなろ編成 

運行区間：盛岡駅～宮古駅間 

運転日：12月 19日 

編成：リゾートあすなろ編成 

 

ふるさと宮古 平泉仙台あすなろ初詣号 

運行区間：盛岡駅～宮古駅間 

運転日：12 月 25 日、26 日、29 日、30 日、

1月 2日 

編成：リゾートあすなろ編成 

運行区間：仙台駅～平泉駅間 

運転日：12月 31日、1月 1日 

編成：リゾートあすなろ編成 

 

 

https://www.eki-net.com/personal/top/index
https://www.eki-net.com/top/tokudane/
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（２）定期観光バス 

紅葉など各地のフォトスポットや歴史を巡るコースなどをご用意しています。 

・奥州歴史さんぽ号 

乗 車 箇 所：つなぎ温泉ホテル紫苑（9:20 発）、盛岡駅

（東口）1番（9:50発） 

降 車 箇 所：水沢江刺駅(15:10 着)、花巻駅(16:00 着)、

花巻温泉ホテル紅葉館前(16:20着)、盛岡駅

（東口）(17:00着) 

主な観光地：えさし藤原の郷※見学・自由昼食、大梅拈華山 

圓通 正法寺、及源鋳造（株） 

ご利用代金：おとな 4,400円、こども 2,200円 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

定期観光バス https://www.jreast.co.jp/travel/bus/ 

 

（３）エスコートツアー 

  紅葉や世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」、鉄道などのテーマで東北

の魅力を巡るツアーをご用意しています。 

出発日 商品名 

11月 6日（土） ガイドと歩く「三内丸山遺跡」北東北の縄文文化に触れる旅 3日間 

11月 13日（土） 「宮沢賢治ゆかりの地をめぐる『星めぐりの白菜物語プロジェクト』

と宮沢賢治の世界観、東北の文化・自然を感じる旅」 

 ※詳しくは、びゅうトラベルサービスウェブサイト「日本の旅・鉄道の旅」をご覧ください。 

https://www.jrview-travel.com/ 

 

（４）大人の休日倶楽部パス 

東北エリアの周遊に便利なおトクなきっぷ「大人の休日倶楽部パス」を発売しています。 

【大人の休日倶楽部パス（東日本）】 

利用期間：2021年 11月 25日～12月 7日 

発売期間：2021年 10月 25日～12月 3日 

有効期間：連続する 4日間 15,270円 

   ※詳しくは大人の休日倶楽部会員サイトをご覧ください。 https://jre-ot9.jp/ 

※開催地域の歴史や文化などのエキスパートが講師を務める「趣味の会 地域連携講座」 

も開催します。（https://jre-ot9.jp/shumi/） 

 

（５）えきねっと＋駅レンタカー トヨタスペシャル（JR東日本レンタリース㈱） 

新幹線などのきっぷを「えきねっと」でお申込みいただくと駅レンタカーが 25～30％割引に 

 なる「えきねっと＋駅レンタカープラン」に、東北エリア限定でトヨタ車を選べる特別プラン 

 を発売中です。（2022年 3月末まで） 

※上記のほか、八戸・新青森・弘前営業所限定「オープンカーで青森を体感！」プランも期

間限定で設定中です。 

詳しくは JR東日本レンタリースウェブサイトをご覧ください。 

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

大梅拈華山 圓通 正法寺 

https://www.jreast.co.jp/travel/bus/
https://www.jrview-travel.com/
https://jre-ot9.jp/
https://jre-ot9.jp/shumi/
https://www.jrerl.co.jp/
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（６）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専用商品を順次発売いたします。 

※詳しくはびゅうトラベルサービスウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.jre-travel.com/tohoku/ 

 

４ 秋以降も継続するＤＣ特別企画 

東北ＤＣ開催期間に実施していただいた催し物を、秋以降も継続していただける内容です。 

（１）大梅
だいばい

拈華山
ね ん げざ ん

 圓通
えんづう

 正法寺
しょうぼうじ

 秘佛本尊御開帳 

奥州市水沢の大梅拈華山 圓通 正法寺、通称「奥の正法寺」 

にて、法堂の秘佛本尊「如意
に ょ い

輪
りん

観世音
か ん ぜお ん

菩薩
ぼ さ つ

坐像
ざ ぞ う

」を御開帳し 

ておりましたが、2022年 1月 3日(月)まで延長して特別公 

開しています。 

 

 

 

 

（２）えさし郷土文化館特別企画展 

「雅静の美―正法寺の至宝を巡る―」 

えさし郷土文化館で開催している特別企画展「雅静の美―正

法寺の至宝を巡る―」を 2022 年 1月 16日（日）まで開催して

います。通常は非公開の寺宝が一堂に会するこの機会を通じて、

東北地方の文化形成に大きな役割を果たした正法寺の門風とそ

の歴史を感じることができます。 

 

 

（３）つなぎ温泉「つなぎでつなぐ盛岡さんさ踊り」 

盛岡といえば「さんさ踊り」！つなぎ温泉観光協会では、11月

から 3月までの金曜日、土曜日、日曜日、休日にホテル紫苑にて

さんさ踊りを披露いたします。 

地域団体それぞれの伝統ある踊りを、是非見て楽しんでくださ

い！ 

 

 

（４）廣田神社での「御朱印」 

廣田神社は一切の厄、災、病を祓い除ける全国唯一の病厄除守 

護神で、青森開拓の一大恩人である青森城代二代目進藤庄兵衛 

正次の神霊を祀る神社です。東北 DC期間限定で東北 DCロゴマ 

ークと青森ねぶたデザイン入り御朱印（書き置きタイプ）をご 

用意しておりましたが、12月 30日(木)まで継続してご用意し 

ています。 

 

正法寺の至宝 

正法寺秘佛本尊 

オリジナル御朱印の画像 

盛岡さんさ踊り 

https://www.jre-travel.com/tohoku/
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５ イベントの開催 

（１）北上線御朱印めぐりの開催について 

ＪＲ北上線沿線の自治体や団体および東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社・秋田支社で構成

するＪＲ北上線利用促進協議会では、北上線沿線の魅力発信の取り組みとして「北上線御朱

印めぐり」を開催しています。今年度は御朱印を模した乗車記念印を北上線の車内に掲出し、

列車でめぐる楽しみが新たに加わります。ぜひ、この機会に北上線に乗って沿線の魅力を発

見してみてはいかがでしょうか。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211004_mr01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念乗車証を撮影 
オリジナルスタンプ

付き御朱印を撮影 

 それぞれ 1つ以上の写真   

  を添付し Eメールで応募 

 

（２）青森駅・八戸駅開業 130周年記念企画「青森駅・八戸駅アナタはどっち！？」 

2021 年 9 月 1日（水）に青森駅・八戸駅が開業 130 周年

を迎えたことを記念し、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社

と青い森鉄道株式会社は「青森駅・八戸駅アナタはどっ

ち！？」を開催しています。これは、青森駅と八戸駅が周辺

施設や名産品などをテーマごとに動画で紹介し、どちらの

駅の紹介が魅力的に感じたかをお客さまに投票していただ

く企画です。 

なお、ご参加いただいたお客さま先着 700 名様に地域の特産品をプレゼントいたします。

ぜひ、多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210930_mr11.pdf 

 

 

（３）「津軽フリーパス Let’s go キャンペーン」を開催します！ 

津軽エリアの魅力を多くの皆さまに知っていただくため

「津軽フリーパス Let’s go キャンペーン」を開催してい

ます。JR 東日本の青森駅・弘前駅・五所川原駅で津軽フリ

ーパスを購入し、ねぶた関連施設や観光施設を訪れてプレ

ゼントをゲットしてみませんか。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211008_mr11.pdf 

 

青森駅でのご案内 

津軽フリーパススタンプ台紙 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211004_mr01.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210930_mr11.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211008_mr11.pdf
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（４）「北海道・北東北の縄文遺跡群」祝･世界文化遺産登録 

三内丸山遺跡＆新青森駅 ＡＲ×ＳＮＳでつながるフ

ォトラリー 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産

登録を記念し、三内丸山遺跡の最寄り駅である新青

森駅を世界遺産への玄関口と位置づけ、ARの技術を

活用したフォトラリーを開催しています。 

ぜひ、この機会に三内丸山遺跡・新青森駅へお越しください。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211001_mr11.pdf 

 

（５）「自慢したい！伝統工芸品 SNS投稿キャンペーン」を開催します！ 

10月 1日（金）より～2022年 3 月 31日（木）まで、「自慢したい！伝統工芸品 SNS投稿

キャンペーン」を開催します。一ノ関駅では、このキャンペーン開始に合わせ、新たな伝統

工芸品の展示をしています。 

このキャンペーン・展示は、一ノ関駅等をご利用にな

る県内外のお客さまに地域の伝統に触れていただき、

その魅力を知っていただくことを目的に実施するもの

です。伝統工芸に触れるため、ぜひ一ノ関駅はじめ岩手

県南地域に列車でお越しください。 

※詳しくは JR 東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210929_mr02.pdf 

 

 

（６）新幹線を知ろう！盛岡新幹線車両センター プレミアム見学会 

盛岡新幹線車両センターで様々な体験をしていただける

イベントです。 

開催日時：2021年 11月 6日（土） 

※詳しくは、JRE MALLウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/ 

※完売につきお申し込みは終了しています。 

 

 

（７）JR東日本「駅からハイキング」東北 6県のコースは特典として参加履歴 2倍 

10～12月までの期間中、「【学生駅ハイ】おらだちどいぐ歴史を巡る秋」「世界文化遺産『御所

野遺跡』と自然・歴史的に貴重な文化財を巡る【IGRいわて銀河鉄道共同開催】」など、東北各

地で全 64コースの駅からハイキングを実施します。 

東北 6 県で開催される駅からハイキングは、参加履歴 2 倍キャンペーンコースとして開催し

ます。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

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

 

 

ARフォトフレーム 

写真：京屋染物店 ミニ手ぬぐい 

プレゼント（イメージ） 

新青森駅南北自由通路 

盛岡新幹線車両センター 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211001_mr11.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210929_mr02.pdf
https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/
https://www.jreast.co.jp/ekihai/
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〇 【学生駅ハイ】おらだちどいぐ歴史を巡る秋（盛岡駅） 

盛岡外語観光＆ブライダル専門学校との共同企画で、学生の

皆さまが考え出したコース設定です。こちらのコース参加には、

あらかじめご予約が必要となります。 

・開催日時：10月 30日(土) 受付時間 9:00～9:45 

・主な立ち寄り箇所：材木町、盛岡城跡公園、盛岡八幡宮 

※事前予約制のため、既に定員に達し予約受付を終了して

いる場合があります。 

 

〇 世界文化遺産「御所野遺跡」と自然・歴史的に貴重な文化財を巡る

【ＩＧＲいわて銀河鉄道共同開催】（IGR いわて銀河鉄道一戸駅） 

世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の 

一つ「御所野遺跡」に併せ、町内に残る貴重な文化財を巡る 

コースです。 

・開催日時：10 月 31 日(日)まで 受付時間 8:30～12:00 

※ただし、月曜日は除く 

・主な立ち寄り箇所：御所野縄文公園、御所野縄文博物館 

※本コースは事前のお申し込みの必要はございません。 

    

   ※記載のほかにも様々なコースを設定しております。 

 

６ クラフトビール企画、産直市などの地域活性化の取り組み  

（１）岩手県クラフトビール文化の定着「IWATE BEER」企画の展開 

岩手県におけるクラフトビール文化の定着による交流人口拡大及

び地域の産業活性化を目指し、2021年 6月から「IWATE BEER」企画

と題し県内全 11社のクラフトビール事業者と企画したオリジナル限

定ビールの販売を実施しています。 

今回は、「IWATE BEER」企画でこれまで販売した商品を含む岩手県

内各地のクラフトビールを、ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WINGダ

イニング＆バー「ジョバンニ」で提供するフェアを 10 月 1 日から 2

か月間開催しています。 

※詳細は当社プレス資料をご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210929_mr03.pdf 

 

（２）産直市の開催  

  11月 21日(日)～25日(木)に、大宮駅西口イベントスペースにて「いわて一関・平泉産直市」

を開催し、魅力ある地産品を集めて発売を予定しています。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

７ 安全安心の旅の訴求 

各観光スポットには、マスクの着用や手洗いの励行、フィジカルディス 

タンスの確保を呼びかけるポスターを引き続き掲出するなど、観光客に対し 

感染症拡大防止を呼び掛けていきます。 

盛岡外語観光＆ブライダル 
専門学校の皆さま 

御所野遺跡 

ビールの一例 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210929_mr03.pdf

