プレス資料に誤りがございました。
６頁目の点線赤枠の箇所が訂正となりました。詳しくは本文中をご覧ください。

2022 年 5 月 19 日
北東北三県観光立県推進協議会
JR 東 日 本 盛 岡 支 社
JR 東 日 本 秋 田 支 社

「北東北三県大型観光キャンペーン」の開催について
北東北三県観光立県推進協議会と JR 東日本は、2022 年 7 月 1 日～9 月 30 日に「北東北三
県大型観光キャンペーン」(以下、本キャンペーン）を開催します。
東日本大震災からの復興への御支援に対する 10 年分の感謝をお伝えするため、2021 年 4 月 1
日から 6 か月間東北 6 県でデスティネーションキャンペーンを開催しました。この期間に東北 6 県
で連携した経験を活かし、各県をテーマでつなぐというコンセプトを受け継いだキャンペーンを展開
します。
本キャンペーンでは、北東北三県を 5 つのテーマでつなぎ、7 月に世界文化遺産登録 1 周年を迎
える「北海道・北東北の縄文遺跡群」や、3 年ぶりの開催が期待される夏祭りを盛り上げてまいりま
す。また、各県各地において特別企画を実施するほか、Web サイトやデジタル技術を活用した情報
発信を行います。
新型コロナウイルス感染拡大により、多くの観光関連事業者が影響を受ける中、北東北に何度も
訪れたことがある方々にも、新しい魅力を発見いただけるような企画が目白押しです。お客さまの
お越しをお待ちしています。
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キャンペーン概要
■キャンペーン期間：2022 年 7 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）
■開 催 エ リ ア：青森県、岩手県、秋田県
■キ ャ ッ チ コ ピ ー：ドキドキ、キタキタ 北東北
■実 施 主 体：北東北三県観光立県推進協議会

ロゴマーク

【北東北三県観光立県推進協議会】北東北三県観光の振興を図ることを目的に、北東北三県、北東北三県観光連盟・
協会、東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社、青森支店、秋田支社、日本観光振興協会を会員とし、構成される協議会
（会長：青森県知事 三村申吾※会長は 2 年ごとに各県持ち回り）

２ プロモーション
（１）キャンペーンポスター
・掲出期間：2022 年 5 月下旬～9 月末まで
・掲出場所：首都圏等のＪＲ東日本の主な駅
北東北三県の観光施設等
・デザイン：青森県 三内丸山遺跡
岩手県 三陸鉄道
秋田県 ゴジラ岩
ポスター３種

（２）キャンペーンガイドブック
「テーマでつなぐ」をコンセプトに、北東北の観光を 5 つのテーマ
でつなぎ魅力をお届けするガイドブックを作成しました。
自分なりのテーマで北東北を巡ってお楽しみください。
・掲出期間：2022 年 5 月下旬～9 月末まで
・配布場所：首都圏等のＪＲ東日本の主な駅
北東北三県の観光施設等
ガイドブック
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5 つのテーマ
<世界遺産>
<夏祭り>

<自然・絶景>

<歴史・文化>

<酒・食>

三内丸山遺跡(青森市)

五所川原立佞武多(五所川原市)

十和田・奥入瀬渓流(十和田市)

八戸市美術館(八戸市)

大間まぐろ丼(大間町)

御所野遺跡(一戸町)

盛岡さんさ踊り(盛岡市)

浄土ヶ浜(宮古市)

宮沢賢治(花巻市)

クラフトビール(遠野市)

資料提供:林風舎

大湯環状列石(鹿角市)

大曲の花火(大仙市)

鵜ノ崎海岸(男鹿市)

角館武家屋敷通り(仙北市)

天然岩牡蠣(にかほ市)

（３）キャンペーン Web サイト
Web サイト「ドキドキ、キタキタ 北東北」を作成し、北東北
の旬な情報を発信していきます。
テーマに沿った観光の楽しみ方をとおして、北東北にお越しい
ただけるよう魅力をお伝えします。
URL：https://doki2-northtohoku.com
３

４

周遊施策
北東北 3 県の観光の魅力を楽しむことができる「北東北謎
解き周遊ラリー」を実施します。
Web ページで謎を解きスタンプスポットを導き出し、お手
持ちのスマートフォンでスタンプスポットに掲示されている
二次元バーコードを読み取ることでスタンプを獲得できます。
スタンプの取得数に応じて抽選で景品をプレゼントします。
・実施時期：2022 年 8 月１日（月）～８月 31 日（水）
・スタンプスポット数：30 スポット（10 スポット×3 県)
URL：https://doki2kita2nazotoki.jp

Web サイト

スタンプラリーweb サイト

協力企業・協力店舗

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

イオン東北株式会社
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スターバックス北東北 3 県内店舗

５ 各県のおすすめ情報
（１）青森県
・各テーマのイチ推し情報
【世界遺産】
【祭り】

【自然・絶景】

国宝「合掌土偶」が展示されて 「青森ねぶた祭」 制作者：竹浪
比呂央
いる「是川縄文館」(八戸市)

でハネト体験(青森市)

【歴史・文化】

【酒・食】

来年、世界遺産登録 30 周年を 「つがるこぎん刺し」
迎える「白神山地」

十和田バラ焼き

コースター製作体験(弘前市)

(十和田市)

・特別企画
龗(おがみ)神社「キャンペーン限定御朱印」 弘南鉄道「車両基地見学とラッセル車操作体験 」 十和田湖「夕食前の歴史開運散策」
【実施日】7 月～９月

【実施日】7 月～９月

【実施日】7/1～8/28 の土日※期間限定特別料金

賑やかな湖畔が落
ち着きを見せ始め
る夕食前のひとと
き。1,000 年続く
開運スポットの歴
史や自然の話に触
れながらガイドと
歩く散策ツアー。

普段は一般公開し
ていない車両基地
内で修繕作業の見
学やラッセル車な
どのレトロ車両の
操作を体験。

八戸市内で最古と
いわれる神社で
「八戸三社大祭」
発祥の神社。期間
限定の特別なデザ
インの御朱印をご
用意。

・その他おすすめ情報
「弘前ねぷた 300 年祭」

「５館連携プロジェクト」
青森県内にある
５つの美術館、
アートセンターが
連携し、魅力を
国内外に発信す
るプロジェクト

文献登場 300 年
という節目を迎
え、８月の合同
運行の他､１年
を通じて様々な
取組を開催

（２）岩手県
・各テーマのイチ推し情報
【世界遺産】
【祭り】

平泉世界遺産ガイダンス
センター
(平泉町)

久慈秋まつり

「盛美園」
「11 ぴきのねこ」作者 馬場のぼる
和洋折衷の不思議な世界
ゆかりの地を巡るバスツアー
明治の三名
園の一つ。
通常非公開
の２階をガ
イドが特別
料金で案内

【自然・絶景】

(久慈市)

八幡平 高原植物探訪
(八幡平市)

「まるごと馬場
のぼる展」(八
戸市美術館開
催)をご覧の方
はバスツアーご
参加でノベルテ
ィをプレゼント

【歴史・文化】

【酒・食】

浄法寺塗(二戸市)

瓶ドン（宮古市）

・特別企画
つなぎでつなぐ盛岡さんさ踊り
【実施日】4/22～10/31(※7/31～8/7 を除く)

三陸大槌町

郷土芸能かがり火の舞

「雨ニモマケズ」実物の手帳公開

【実施日】7 月第 1・4 土曜、8 月～9 月第 2・4 土曜

毎年９月の大槌ま
つりの前夜祭「宵
宮」で披露される神
社への奉納の舞。こ
の「宵宮」の雰囲気
をかがり火がたか
れる神社の境内で
楽しむ夜のアクテ
ィビティ。

岩手県を代表する
夏祭り「盛岡さん
さ踊り」。つなぎ温
泉にご宿泊のお客
さまを対象に「盛
岡さんさ踊り」を
特別公演。

【実施日】9/16～25

宮沢賢治の故
郷、花巻。宮沢賢
治記念館では、
有名な「雨ニモ
マケズ」の手帳
を 10 日間限定
で特別公開。
資料提供:林風舎

・その他おすすめ情報
三陸沿岸道路全線開通

浄土ヶ浜 新遊覧船就航

煙山ひまわりパーク

宮沢賢治童話村
「童話村の森ライトアップ」連日開催

宮沢賢治ゆかりの南昌山をバック
に約 40 万本が咲き誇るひまわり畑
は矢巾町夏の風物詩。例年、多くの
来場者で賑わいます。

花巻市の宮沢賢治童話村では、特別
企画「雨ニモマケズ」実物の手帳公開
の実施期間中に、
「童話村の森ライト
アップ」を特別に連日開催。

©MILLORBOWLERS

三陸沿岸道路が全線開通。既に開 三陸・宮古を代表する景勝地「浄
通済の盛岡・宮古間と花巻・釜石 土ヶ浜」。今年７月に新しい遊覧船
間の復興支援道路とあわせて県内 が就航予定。
周遊がスムーズに。
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（３）秋田県
・各テーマのイチ推し情報
【世界遺産】
【祭り】

「縄文×スイーツマップ」
(北秋田市)

【自然・絶景】

【酒・食】

【自然・絶景】

西馬音内盆踊り

超神ネイガーと行く！

白神のリバーサイドで

まるごと体験(羽後町)

ジオスポットツアー(にかほ市)

チェアリング(藤里町)

ごっつお玉手箱列車
(仙北市)

・特別企画
名物女将から教わる味噌玉づくり体験
・特別ランチ付(横手市)

JOMON～食の記憶を探る旅～(鹿角市) 「秋田竿燈まつり」を先取り！練習体験(秋田市)
【実施日】7 月～9 月第 2、4 日曜日(予定)

【実施日】7 月

月、水、木曜日

等

【実施日】7 月～9 月

世界文化遺産「大
湯環状列石」で、
縄文時代の食を体
感するプログラ
ム。植物採取体験、
縄文土器のレプリ
カを使って調理方
法を再現ができる
特別企画！

予約に応じて対応

大正 7 年創業の羽場
こ うじ 店 に よ る味 噌
で 味噌 玉 づ く りを 体
験。地元でも話題の発
酵 食を 提 供 す る旬 菜
み そ茶 屋 く ら をの ラ
ン チと 名 物 女 将の 解
説 付！ 作 っ た 味噌 玉
はお持ち帰り OK。

毎年 8 月 3 日～6 日
開催の「秋田竿燈ま
つり」
。竿燈の差し
手や囃子手の練習
に特別参加できる
今年だけの企画。記
念撮影や竿燈グッ
ズのお土産も！

・その他おすすめ情報

６

恋文の街でカヌー体験

曲げわっぱ製作体験

e-bike レンタサイクル

(能代市)

(大館市)

ナマハゲ体験(男鹿市)

十和田西湖畔の大自然

地酒飲み比べ

体感(小坂町)

宿泊プラン(湯沢市)

ＪＲ東日本おすすめ情報

（１）「鉄道開業 150 周年」
「新幹線 YEAR2022」など周年記念と連動した流動促進
1872 年 10 月 14 日に日本で鉄道が開業してから、今年で 150 周年を迎えます。
また、３月 22 日に秋田新幹線が、4 月１日にリゾートしらかみが、それぞれ 25 周年を迎
えました。さらに、６月 23 日には東北新幹線が 40 周年を迎えます。
これらの周年記念と連動した様々な企画で、北東北各地を盛り上げます。

25 周年を迎えたリゾートしらかみ
キャンペーン期間中、毎日運行

（２）スマホひとつでスムーズな旅をご提供
①TOHOKU MaaS
「TOHOKU

MaaS」は、スマホひとつで「便利で快適な旅」を

サポートするサービスです。エリアごとの観光施設や飲食店等で使える各種
電子チケットの購入・予約・決済が、お手持ちのスマホでお手軽にできます。
詳しくは HP をご覧ください。
また、岩手県一関市及び秋田県仙北市では観光に便利なオンデマンド交通を運行中です。
https://lp.tohoku-maas.com/（※スマホ専用サイトです）
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②電子チケット
「新幹線ｅチケット」や「モバイル Suica」と組み合わせてご利用いただくことで、スマ
ートフォンひとつで青森県、岩手県、秋田県エリアを回遊できるようになり、便利で快適な旅
をお楽しみいただけます。
○「あおもりホリデーパス」
○「青森・弘前フリーパス（ワンデーベーシック・ツーデーセミワイド）
」
○「いわてホリデーパス」
○「秋田・男鹿おさんぽきっぷ（デジタルフリーパス）」
（３）北東北の地産品をお届け
北東北の地産品を、首都圏の駅などで販売し、各県の
魅力を PR します。産直市の開催日程など詳細は決まり
次第、別途お知らせします。
（４）北東北 Suica のお買いもので当てよう！JRE POINT キャンペーン！
期間：2022 年７月１日（金）～９月 30 日（金）
内容：キャンペーン期間中、JRE POINT サイトに Suica を登録して
エントリーのうえ、青森県・岩手県・秋田県の対象店舗において Suica 電子マネーで
お買いものをしていただくと、抽選で 2,150 名さまに JRE POINT が当たります。
（５）青森・岩手・秋田×ビューカードキャンペーン ～ドキドキ、キタキタ

北東北～

期間：2022 年７月１日（金）～９月 30 日（金）
内容：キャンペーン期間中、エントリーのうえ、ビューカードのご利用金額
３0,000 円（税込）以上のお客さまを対象として抽選で JRE POINT をプレゼント。
（６）列車施策
青森県・岩手県・秋田県を周遊する臨時列車・観光列車を運行します。
①「東北新幹線開業 40 周年記念号」「新幹線リレー号」「国鉄色特急列車はつかり号」
ア）運 転 日：2022 年 7 月 2 日・3 日
イ）運行区間･運転時刻：
7月2日

上野（8:26 頃･9:40 頃）～大宮～盛岡～青森（17:00 頃）

7月3日

青森（11:00 頃）～盛岡（14:20 頃）

ウ）使用車両：上野→大宮：新幹線リレー号（185 系）
大宮→盛岡：東北新幹線開業 40 周年
記念号（E2 系）※200 系カラー車両使用
・盛岡→青森：国鉄色特急列車はつかり号（E653 系）

国鉄色特急列車はつかり号

新幹線リレー号(185 系)

・青森→盛岡：国鉄色特急列車はつかり号（E653 系）

200 系カラー車両
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エ）発売方法：各旅行会社が専用旅行商品として発売します。
発売日･設定区間･募集人員･旅行代金等の詳細は別途旅行会社から発表します。
※旅行商品により、一部列車を利用しない場合があります。
※設定旅行会社は追加になる場合があります。
【旅行企画・実施会社】

※(株)JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行商品は以下ウェブサイトにて 5 月 17 日より発売し
ております。
日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/reserve/topList
受付時間を訂正しました。

②「東北新幹線開業 40 周年記念号」「新幹線リレー号」
ア）運 転 日：2022 年 7 月 2 日
イ）運行区間・運転時刻：盛岡（8:40 頃）～大宮～上野（12:27 頃）
ウ）使用車両：盛岡→大宮：東北新幹線 40 周年記念号（E5 系）
大宮→上野：新幹線リレー号（185 系）
エ）発売方法：各旅行会社が専用旅行商品として発売します。

東北新幹線（E5 系）

発売日･設定区間･募集人員･旅行代金等の詳細は別途旅行会社から発表します。
※設定旅行会社は追加になる場合があります。
【旅行企画・実施会社】
会社名

発売日

問い合わせ先

電話番号

受付時間
【月～金曜】9:30～18:00

山交観光㈱

未定

本社営業所 販売企画課

023-641-4567

【土曜】9:30～14:00
※第2・4土、日、祝日はお休み

㈱JR東日本びゅうツーリズム&セールス

5月17日
14:00

大人の休日予約センター東北

0570-0109-15（ナビダイヤル）
022-222-9709

【全日】 9:30～17:30

※(株)JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行商品は以下ウェブサイトにて 5 月 17 日より発売し
ております。
日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/reserve/topList

このほかにも、
「SL 銀河」
「TOHOKU EMOTION」
「POKÉMON with YOU トレイン」
「リゾートしらかみ」といった列車を運行いたします。

電話番号及び受付時間を訂正しました。
※本資料に記載した内容は 2022 年 5 月 19 日現在のものです。
※新型コロナウイルスなどの状況により、変更・中止になる場合がございますので御了承ください。
※写真・イラストはすべてイメージです。
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