2021 年 7 月 12 日
2 0 2 2 年
7 月
2 2 日
株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス
東日本旅客鉄道株式会社

～株式会社JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス創業30 周年記念～

駅たびコンシェルジュにて「まるごとVTS ウィーク」を開催します
○株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス（以下、「VTS」）は、駅で幅広く観光をはじめ
としたご案内を行う店舗「JR 東日本 駅たびコンシェルジュ」の運営を行っており、前身の株式
会社びゅうトラベルサービスから今年 9 月で創業 30 周年を迎えます。
○このたび VTS 創業 30 周年を記念し、日頃よりご愛顧いただいているお客さまに地域の魅力を体
験いただく「まるごと VTS ウィーク（舞台は駅たびコンシェルジュ）」を 2022 年 9 月 1 日～9 月
7 日の 1 週間限定で開催いたします。
〇今回のイベントを通じて、今まで知らなかった地域の新たな魅力を感じていただき、ご旅行をは
じめとした地域との関わりのきっかけとしていただけることを目指します。

「まるごと VTS ウィーク（舞台は駅たびコンシェルジュ）」の概要
「まるごと VTS ウィーク」で開催するイベントは、VTS 創業 30 周年を記念し、日頃よ
りご愛顧いただいているお客さまにお楽しみいただくことを目的として、各店舗のコン
シェルジュが自ら発案した、食、文化、芸能などの地域の魅力を体験いただける内容と
なっています。ぜひ専用 HP よりご予約のうえ、ご参加ください。
・【開催日】2022 年 9 月 1 日（木）～9 月 7 日（水）
・
【会

場】駅たびコンシェルジュ 24 店舗（休業中の浜松町除く全店舗）

・【予約方法】駅たびコンシェルジュ専用 HP から予約（本日より順次予約受付開始）
https://www.jreast.co.jp/travel/ekitabi_concierge/index.html

１．富山県を代表するお祭り「おわら風の盆」の風情を楽しんでいただくイベント
●「おわら風の盆」の現地八尾町から生中継します！
9 月 1 日～3 日に富山市八尾町で 3 年ぶりに開催される「お
わら風の盆」について、その情緒や風情を多くのお客さまにお
届けすることを目的に、富山県と連携し、当日の街の様子を現
地から生中継します。
（店舗内のディスプレイでご覧いただけ
ます。）
【開催日】2022 年 9 月 1 日（木）～9 月 3 日（土）
【会

場】駅たびコンシェルジュ 23 店舗

写真提供：とやま観光推進機構
おわら風の盆（イメージ）

※駅たびコンシェルジュ成田空港、空港第 2 ビル、渋谷は現地からの中継は行わず、過去の収録動画
を配信します。駅たびコンシェルジュ羽田空港での開催はございません。

２．各店舗の主なイベント内容（抜粋）
●駅たびコンシェルジュ羽田空港
訪日、在日外国人のお客さまを対象に、店舗内で書道
に挑戦していただきます。店舗に寄贈していただいた作
品については、東京モノレール駅構内（羽田空港第 3 タ
ーミナル駅）の待合スペースに展示予定です。
【開催日】2022 年 9 月 1 日（木）～9 月 7 日（水）

写真（イメージ）

●駅たびコンシェルジュ仙台
大人の休日倶楽部趣味の会・仙台合同発表会（フラダン
ス・南京玉すだれ・オカリーナ・ハーモニカ・やさしいマ
ジック・楽しいマジック）を行います。 趣味の会の発表
見学を中心に大人の休日倶楽部を“まるごと”楽しみまし
ょう。
【開催日】2022 年 9 月 3 日（土）10:00～18:00

写真（イメージ）

(趣味の会合同発表会は 12:00～14:30 頃)
●駅たびコンシェルジュ船橋
千葉県鋸山の貯蔵庫にて熟成させたワインをご紹介する
イベントを実施します。あわせて、例年 11 月下旬より見頃
となる鋸山の紅葉情報をはじめとした南房総の魅力をお届
けします。
※当日は貯蔵前のワインを試飲いただけます。
【開催日】2022 年 9 月 7 日（水）14:00～15:00

ワイン（イメージ）

※その他店舗のイベントについては、別紙をご確認ください。各店舗のイベント詳細は、決
定次第、店頭や専用 HP にてお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、予告なく変更、中止となる場合がござ
います。

【別紙】写真は全てイメージです
駅たびコンシェルジュ東京

駅たびコンシェルジュ新宿（新南）

駅たびコンシェルジュ新宿（東口）

開催日：9月3日（土）

開催日：9月2日（金）

開催日：9月3日（土）

東京駅を舞台にした謎解き街歩きクイズラ 外国のお客さまを対象とした街歩きを実施 山梨のおすすめワイナリー紹介動画の放映
リーを行います。全問正解・ゴールされた するほか、浴衣・法被体験撮影会や青森県 や、関連する旅行商品をご案内します。ま
お客さまへプレゼントをお渡しします。

黒石市提供のこけし・黒石ねぷた展示を行 た、新宿駅にて山梨観光キャラバンを実施
します。

います。

駅たびコンシェルジュ渋谷

駅たびコンシェルジュ池袋

駅たびコンシェルジュ上野

開催日：9月1日（木）～9月7日（水）

開催日：9月上旬

開催日：9月4日（日）、5日（月）

お客さまにぴったりの温泉地をご提案しま 東京都豊島区の魅力を発信するセミナーを 津軽伝統工芸品のご紹介や津軽こぎん刺し
す。ご参加いただいた方へ温泉にまつわる 開催します。セミナー終了後はIKEBUSで
プレゼントをお渡しします。

体験イベントを実施します。イベントへの

池袋界隈を巡り、魅力を再発見していただ 参加や各種サービスへの会員登録等に応じ
きます。

て東北のスイーツをプレゼントします。

駅たびコンシェルジュ品川

駅たびコンシェルジュ柏

開催日：9月3日（土）～9月5日（月）

開催日：9月5日（月）、6日（火）

駅たびコンシェルジュ横浜
開催日：

9月3日（土）～9月5日（月）

東京都港区観光ボランティアガイドが高輪 石川県の特産物である金箔を使った【はが 鉄道開業150年を記念して、横浜駅を巡る
エリアをご案内。品川周辺の模型・パネル きの金箔貼り体験】と、VRを用いた石川県 クイズラリーを開催します。ご参加された
展示も行います。

の観光地の紹介を行います。

方にはプレゼントをお渡しします。

提供「港区観光ボランティアガイドの会」

駅たびコンシェルジュ川崎

駅たびコンシェルジュ立川

駅たびコンシェルジュ大宮

開催日：9月3日（土）、6日（火）

開催日：9月1日（木）～9月7日（水）

開催日：9月1日（木）、2日（金）

鉄道などの公共交通機関を使って自転車を アートの街を巡る街歩きコースをご紹介、 秋の新潟の観光セミナーや名産品のご紹
運ぶ「輪行」を、南武線乗務員が実演を含 3日（土）はガイド付きで街歩きを実施し

介、JRE MALLふるさと納税のご案内をい

め楽しくご紹介するセミナーを行います。 ます。また「30」にまつわる「なにか」を たします。
ご提示いただいた方へプレゼントをお渡し
します。

駅たびコンシェルジュ成田空港（1・2ビル）

駅たびコンシェルジュ山形

駅たびコンシェルジュ福島

開催日：9月4日（日）

開催日：9月4日（日）

開催日：9月4日（日）、9月6日（火）

成田空港(第１ターミナル)では東北地方に

日本ではじめて蜜ろうそく製造に着手した 10月1日(土)に全線運転再開する只見線の春

伝わる玩具の制作体験コーナー、空港第２ 「ハチ蜜の森キャンドル」の代表である安 夏秋冬の絶景や沿線の観光、旅行情報など
ビル(第２ターミナル)では気軽に楽しめる

藤竜二氏をお迎えし、安全で良質な蜜ろう をセミナーや写真展でご紹介します。写真

日本文化を体験できるコーナーを設け、日 の話とハンドクリーム作りをご指導いただ 展は、9月1日（木）～9月7日（水）に実施
本のお客さまはもちろん、訪日旅行者の皆 きます。

します。

さまにも列車の待ち時間などに楽しんでい
ただけるイベントを開催します！

駅たびコンシェルジュ盛岡
開催日：9月5日（月）

提供：ハチ密の森キャンドル

奥会津郷土写真家 星 賢孝
駅たびコンシェルジュ秋田

駅たびコンシェルジュ青森
開催日：9月4日(日)

「フルーティアふくしま」をVRで体験して 普段は現地まで行かなければ体験できな

開催日：9月4日（日）、9月6日（火）
9月4日(日)は、世界で一つの伝統的工芸品

いただいた後、ホテルでオリジナルランチ い、黒石ねぷた祭の絵を使用したオリジナ 川連漆器 蒔絵体験を、9月6日(火)は花火の
をお楽しみいただきます。

ル灯ろう作りを体験していただけます。

街、大曲の名所を巡る街歩きを実施しま
す。

「灯ろう（イメージ）」

駅たびコンシェルジュ長野

駅たびコンシェルジュ新潟

開催日：9月1日（木）～9月7日（水）

開催日：9月4日（日）

提供：「秋田県漆器工業協同組合」

北陸三県の伝統工芸を店舗で体験していた SLばんえつ物語乗務員のお仕事を紹介する ※プレゼントは無くなり次第終了となりま
だく他、北陸三県への旅のプランニングを 動画を放映！「リゾートしらかみ」

す。7月21日現在の情報です。内容は予告

お手伝いします。

なく変更となる場合があります。

「TOHOKU EMOTION」「SLばんえつ物
語」のVR体験も実施します。

