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１ 運転日・区間・時刻 

・列車名:DL 東北 DC陸羽東線号 

運転日 運行区間 途中停車駅 編成 

９月１８日(土) 

１９日(日) 
小牛田（10:05発）⇒鳴子温泉（11:47着） 

古川 

岩出山 

DL（DE10形ディーゼル機関車 

1 両)+12系客車(4両)+SL（D51

形蒸気機関車 1両） 

 

・列車名:SL 東北 DC陸羽東線号 

運転日 運行区間 途中停車駅 編成 

９月１８日(土) 

１９日(日) 
鳴子温泉（13:03発）⇒小牛田（14:49着） 

岩出山 

古川 

SL（D51形蒸気機関車 1両）

+12 系客車(4両) 

  ※「DL東北 DC陸羽東線号」は DLが先頭で運転いたします。SL が最後尾となります。 

  ※「SL 東北 DC 陸羽東線号」は SL が先頭で運転いたします。DL は鳴子温泉駅にて切り離しを

行い、連結しません。 

※ご乗車には旅行商品の購入が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災から 10年となる本年。 
これまで皆さまからの温かいご支援を励みに、地域の皆さま等と連携し、「観光の力」で復興

を目指してまいりました。これからも東北への旅を活性化し、地域を元気にしたいという想い
を込め、東北デスティネーションキャンペーン(以下「東北 DC」)特別企画として「SL 東北 DC
陸羽東線号」「DL東北 DC陸羽東線号」を運転いたします。 
また、SL・DLの運転をお客さまや沿線の皆さまと一体になって盛り上げるため、SL・DLへの

お手振り動画を撮影する「SLに手を振ろう！沿線スマイルプロジェクト」も実施します。 
ぜひ、この機会に陸羽東線を走る SL・DLの旅をお楽しみください。 

陸羽東線に SL が 8 年ぶりにやってくる！ 
「SL・DL 東北 DC 陸羽東線号」の運転について 



 
２ 旅行商品（東北発） 

(1)旅行行程 

①【仙台駅発】「DL 東北 DC陸羽東線号」乗車！！(小牛田～鳴子温泉) 

鳴子温泉フリータイム日帰りツアー 

   募集人員：40名（最少催行人員 20 名） 

旅行代金：おとな（こども）1名様 9,800 円（7,000 円） 

行  程 食事 

仙台駅□■[在来線] □■小牛田駅□■[DL 東北 DC陸羽東線号] □■鳴子温泉駅 
(9:02)        (9:47/10:05)               (11:47)  
(フリータイム)□■[在来線] □■古川駅□■[東北新幹線やまびこ 60 号] □■仙台駅 

(14:13)     (15:00/15:10)                (15:23) 

弁当 

  

②【仙台駅発】「SL 東北 DC陸羽東線号」乗車！！(鳴子温泉～小牛田) 

鳴子温泉フリータイム日帰りツアー 

   募集人員：40名（最少催行人員 20 名） 

旅行代金：おとな（こども）1名様 9,800 円（7,000 円） 

行  程 食事 
仙台駅□■[東北新幹線やまびこ 53号] □■古川駅□■[在来線] □■鳴子温泉駅  
(10:48)                (11:02/11:16)       (12:03)  
(フリータイム)□■ [SL 東北 DC 陸羽東線号] □■ 小牛田駅□■[在来線] □■仙台駅 

(13:03)              (14:49/15:33)        (16:19) 

弁当 

  

③【小牛田駅発】「DL東北 DC陸羽東線号」乗車！！(小牛田～鳴子温泉)日帰りの旅 

   募集人員：140名（最少催行人員 100名） 

旅行代金：おとな（こども）1名様 3,900 円（3,000 円） 

行  程 食事 

小牛田駅□■[DL 東北 DC陸羽東線号] □■鳴子温泉駅 
 (10:05)                (11:47)  

弁当 

  

④【鳴子温泉駅発】「SL東北 DC陸羽東線号」乗車！！(鳴子温泉～小牛田)日帰りの旅 

   募集人員：110名（最少催行人員 90名） 

旅行代金：おとな（こども）1名様 3,900 円（3,000 円） 

行  程 食事 

鳴子温泉駅□■[SL 東北 DC陸羽東線号] □■小牛田駅 

 (13:03)                 (14:49)  
弁当 

   

※出 発 日〔各コース共通〕2021 年 9月 18 日(土)、19日(日)  

※その他、東北発、首都圏発の日帰りコースもございます。 

  詳細は株式会社びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト 

（http://www.jrview-travel.com/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

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


 

(2)おすすめポイント 

①特製掛紙付弁当 

宮城県大崎市と古川駅社員が共同開発し、地元の食材を使用した駅弁「宮城おおさき弁当」

に、SLをモチーフにした掛紙を付けてご用意いたします。 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お弁当については、SLや DL の終着駅 

降車時にお渡しする予定です。 

 

②記念乗車証 

SLをデザインした記念乗車証をご用意いたします。 

  

  ※①②ともに、株式会社びゅうトラベルサービスの旅行商品に限ります。 

 

 (3)発売開始日時・申込方法  

 【東北発】 

①発売開始日時 2021年 7 月 29日(木)14：00 

②申込方法 

・インターネット 
株式会社びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト 
（http://www.jrview-travel.com/）からお申込みください。 

・大人の休日予約センター東北 
0570-0109-15（ナビダイヤル） 
受付時間/平日 9：30～18：00 土休日 9：30～17：30 

・店舗 
びゅうプラザ青森駅、びゅうプラザ盛岡駅、びゅうプラザ仙台駅、 
びゅうプラザ山形駅、びゅうプラザ福島駅、駅たびコンシェルジュ秋田 
 

 【首都圏発】 

①発売開始日時 2021年 7 月 29日(木)17：00 

②申込方法 

・インターネット限定販売 
株式会社びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト 
（http://www.jrview-travel.com/）からお申込みください。 

 
【旅行企画・実施】株式会社びゅうトラベルサービス 【協賛】東日本旅客鉄道株式会社 

  

(4)その他 

   株式会社びゅうトラベルサービス以外の旅行会社からの旅行商品の発売は以下の予定です。 

  企画実施会社 出発日 お問合せ 

株式会社小田急トラベル 
9月 18日(土) 
9月 19日(日) 

株式会社小田急トラベル 
https://www.odakyu-
travel.co.jp/kokunai/jrplan/index.html 

クラブツーリズム株式会社 
9月 18日(土) 
9月 19日(日) 

クラブツーリズム株式会社 鉄道部 
問合せ先メールアドレス 
ct.tetsudo@club-t.com 

株式会社読売旅行 

9月 17日(金) 
9月 18日(土) 

株式会社読売旅行 東日本販売センター 
電話番号：03-5550-0666 

※1泊 2日の行程で「SL東北 DC陸羽東線号」のご乗車は 
2日目となります。 

  ※発売日、詳細につきましては各旅行会社へお問合せください。 

http://www.jrview-travel.com/
http://www.jrview-travel.com/
https://www.odakyu-travel.co.jp/kokunai/jrplan/index.html
https://www.odakyu-travel.co.jp/kokunai/jrplan/index.html
mailto:ct.tetsudo@club-t.com


３ 運転にあわせたイベントなど 

（1）「SLに手を振ろう！沿線スマイルプロジェクト」の実施 

2021年 9月 18日、19日の「DL 東北 DC陸羽東線号」「SL 東北 DC陸羽東線号」 

の運転にあわせ、車内から動画を撮影します。 

沿線から SL が見えましたら、ぜひ SL に向かって手を振ってください。 

手を振っていただいた模様を編集し、9月下旬頃(予定)に JR東日本 

ホームページにて公開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）その他 

   ・出発式の開催 

・オリジナルヘッドマークを付けた運転 

 

４ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

・ツアー参加時、検温や手指消毒等のご協力をお願いいたします。 

  ・お客さまに車内でのマスク着用をお願いいたします。 

・旅行会社においても感染症拡大防止対策を行っております。 

   ※その他、車両や駅などの感染症対策については、 

JR東日本ホームページ http://www.jreast.co.jp/をご覧ください。 

 

※記載の時刻は全て予定です。変更となる場合がございます。画像は全てイメージです。 

※告知内容は新型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、または中止となる

場合がございます。 

 

 

＜ご参加のお客さまへのお願い＞  

・沿線から手を振っていただく際には、私有地への立ち入りはご遠慮ください。また、列車や線路には 

近づかず安全な場所でお願いします。ソーシャルディスタンスの確保およびマスクの着用等、感染症対策 

にご協力をお願いします。  

・車内から動画を撮影いたします。沿線の皆さまが映り込む可能性がございますので、予めご了承ください。 

http://www.jreast.co.jp/

