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東日本旅客鉄道株式会社秋田支社
株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス

北東北三県大型観光キャンペーン
オープニングセレモニーと臨時列車追加運転について
JR 東日本秋田支社では、北東北三県大型観光キャンペーンの開催に合わせ、秋田駅
にてオープニングセレモニーを開催します。また、同キャンペーンと鉄道開業 150 年を
より盛り上げるため、９月の三連休に秋田県内で臨時列車を追加運転するほか、北東北
３県を周遊する各種団体旅行商品を販売しています。
ぜひこのキャンペーン期間中に、魅力溢れる北東北エリアへお出かけください。
１ 北東北三県大型観光キャンペーンオープニングセレモニーについて
秋田県とＪＲ東日本秋田支社は、北東北三県大型観光キャンペーンの開催にあわせ
てオープニングセレモニーを開催します。当日は、セレモニーのほか秋田新幹線の到
着に合わせ、秋田民謡披露などの「おもてなし」を実施してお客さまをお迎えしま
す。
⑴

日 時：2022 年７月２日(土) 10 時 05 分から 10 時 27 分まで

⑵

場 所：秋田駅 中央改札口前

⑶

主 催：秋田県、ＪＲ東日本秋田支社

⑷

出席者
①来賓
秋田市

市長

穂積

志 様

一般社団法人秋田県観光連盟 会長

齋藤 善一 様

秋田商工会議所 会頭

三浦 廣巳 様

②主催者
秋田県

知事

佐竹 敬久

東日本旅客鉄道株式会社 執行役員秋田支社長 井料 青海
東日本旅客鉄道株式会社 秋田駅長
⑸

橋本

渉

おもてなし
下記の秋田新幹線をご利用のお客さまに向けて、観光ガイドブックやノベルテ
ィの配布、梅若会による秋田民謡披露を実施し、秋田県にお越しいただいた皆さ
まへの「おもてなし」を実施します。
【
「おもてなし」を実施する列車】
①こまち１号 10:27 着

②こまち５号 11:27 着

③こまち９号 12:31 着

２

臨時列車追加運転について

北東北三県大型観光キャンペーンのフィナーレを飾る９月の三連
休に、機関車や旧型客車を使用した臨時列車を運転します。
秋田県内での旧型客車の運行は、2018 年の「SL こまち号」以来で
す。レトロな雰囲気漂う旧型客車に乗車し、秋田の旅をお楽しみくだ
さい。

【運行イメージ】

種別

列車名

快速

レトロこよし

発駅時刻

着駅時刻

秋田 9:23

象潟 11:03

象潟 14:59

秋田 17:11

運転日
9/23

記事
DL＋旧型客車＋DL
（全車指定席）

途中停車駅 新屋、羽後亀田、羽後本荘、仁賀保
種別

列車名

快速

レトロおものがわ

発駅時刻

着駅時刻

秋田 9:28

横手 11:21

横手 14:39

秋田 16:47

運転日
9/24

記事
EL＋旧型客車
（全車指定席）

途中停車駅 和田、羽後境、刈和野、神宮寺、大曲、飯詰
種別

列車名

快速

レトロよねしろ

発駅時刻

着駅時刻

秋田 8:00

大館 11:09

大館 16:43

秋田 19:42

運転日
9/25

記事
DL＋旧型客車＋DL
（全車指定席）

途中停車駅 八郎潟、森岳、東能代、二ツ井、鷹ノ巣
３

北東北３県を巡る団体旅行商品のご紹介

JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスは、キャンペーンに合わせ、青森県・岩手県・秋田県
三県の見所をぎゅっと詰め込んだ団体旅行商品を販売しています。
世界遺産や季節に応じた景色、旬の食べ物、その土地の文化や歴史等、様々な北東北の魅力を
盛り込んだ内容となっています。ぜひこの機会に、北東北を巡る旅へお出掛けください。
⑴ 人気の４列車「こまち」
「はやぶさ」「津軽鉄道」「リゾートしらかみ」を
乗り継ぐ北東北周遊の旅
① 出発日：2022 年７月 21 日(木)・８月５日(金)
② 行程：１泊２日（添乗員同行）

③募集人員：各 20 名(最少催行人員各 15 名)
④旅行代金：
秋田駅発着 おとな２名１室 48,000 円（税込）
秋田駅発着 おとな１名１室 48,500 円（税込)
岩鋳鉄器館 館内
⑤申込み WEB サイト：
(イメージ)
https://www.jrviewtravel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2058&genteiCd=2

⑵ 鉄道開業 150 年記念＆運行開始 25 周年のリゾートしらかみ号で行く！
大正浪漫かほるステンドグラス 宮越家離れ・庭園と青森ご当地グルメを食する旅
① 出発日：2022 年７月 30 日(土)・９月３日(土)・11 日(日)
② 行程：１泊２日（添乗員同行）

③募集人員：各 20 名(最少催行人員 各 15 名)
④旅行代金：秋田駅発着１室１～２名同額
おとな１名様 40,000 円（税込）
⑤申込み WEB サイト：
宮越家 ステンドグラス
https://www.jrview(イメージ)
travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2038&genteiCd=2
⑶ 田んぼアート号で行こう！田舎館村田んぼアートと津軽日帰りの旅
① 出発日：2022 年７月 16 日(土)・９月 10 日(土)
② 行程：日帰り（添乗員同行）

③ 募集人員：各 30 名(最少催行人員 各 20 名)

田舎館村田んぼアート
(イメージ)

④旅行代金：秋田駅・泉外旭川駅・土崎駅発着 おとな１名様 16,800 円（税込）
追分駅発着 おとな１名様 16,400 円（税込）
八郎潟駅・森岳駅・東能代駅発着 おとな１名様 16,000 円（税込）
⑤申込み WEB サイト：
https://www.jrviewtravel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2081&genteiCd=2
⑷ 鉄道開業 150 年記念 世界文化遺産大湯環状列石と旬の果物狩り
① 出発日：2022 年７月 31 日(日)・８月７日(日) ・９月３日(土)
② 行程：日帰り（添乗員同行）

③募集人員：各 25 名(最少催行人員 各 20 名)
④旅行代金：７月 31 日 秋田駅発着
おとな１名様 16,000 円（税込）
８月７日 秋田駅発着
おとな１名様 17,800 円（税込）
９月３日 秋田駅発着
大湯環状列石
(イメージ)
おとな１名様 16,800 円（税込）
⑤申込み WEB サイト：
https://www.jrviewtravel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2096&genteiCd=2
⑸ その他
上記 WEB サイト以外にも店頭、電話でも申込みいただけます。
・店頭：駅たびコンシェルジュ秋田 営業時間 9:30～17:30
・電話：駅たびコンシェルジュ秋田 TEL 018-837-1495
大人の休日予約センター東北 TEL 0570-0109-15 営業時間 9：30～17：30
※詳しい内容は、JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスの販売サイト【日本の旅、鉄
道の旅】もしくは、店頭チラシをご確認ください。
また、上記４コース以外にも、様々な方面への団体旅行商品を取り揃えています。
【日本の旅、鉄道の旅】https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/search
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の事由により、予告無く内容が変更となる場
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/stylingthenew/actions/

