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２０２０年２月２７日 

ＪＲ東日本 仙台支社 

 

仙台駅にて常磐線全線開通ならびに春満開キャンペーンを開催します! 
 

 ＪＲ東日本グループでは、3 月 14 日の常磐線全線開通を記念した旅行商品の設定やキャンペー

ン等を実施します。また、「ＳＥＮＤＡＩ ＭＩＤ ＳＴＡＴＩＯＮ」の取組みとして、今年で２回目

となる春満開キャンペーンを開催し、新たな門出を応援していきます。 

 

１ 常磐線全線開通記念キャンペーン等 

常磐線全線開通を記念したおトクな旅行商品の発売や、沿線の特産品等が当たる「えきねっとプ

レゼントキャンペーン」を実施します。また、仙台駅では 3月 14日の「ひたち 14号」の発車にあ

わせてお見送りを実施するほか、5・6番線ホーム等に常磐線装飾を展開します。 

(1) おすすめ旅行商品 

①【WEB限定】常磐線全線開通記念 特急ひたちで行く「スパリゾートハワイアンズ」スペシャル 

人気の「スパリゾートハワイアンズ」に行く特別価格の日帰り旅行商品をご用意しました。 

・設定期間：2020年 3月 16日(月)～4月 28日(火) 

・発 売 日：2020年 2月 27日(木) 15:00～ 

・発 売 額：仙台駅発着/おとな(こども)1名様 7,700円(4,300円)  

 

② 常磐線特急ひたちで行く 福島・いばらきへの旅 

相馬駅～水戸駅間のお宿に泊まる 1泊 2日のプランです。 

・設定期間：2020年 3月 14日(土)～6月 30日(火) 

・発 売 日：【WEB】2020年 2月 27日(木) 15:00～ 先行発売 

【びゅうプラザ】2020年 3月 3日(火) 

・発 売 額：ホテルハワイアンズ・ウィルポート宿泊の場合 

仙台駅発着/おとな(こども)1名様 21,400円(13,800円)～48,600円(32,000円) 

 

③【出発日限定・団体ツアー】 ひたち海浜公園ネモフィラ鑑賞日帰りの旅 

 みはらしの丘一面に咲き誇るネモフィラを堪能するツアーです。 

・設 定 日：2020年 4月 25日(土)～4月 28日(火)、4月 30日(木) 

・発 売 日：【WEB】2020年 2月 28日(金) 14:00～ 先行発売 

【びゅうプラザ】2020年 3月中旬を予定 

・発 売 額：仙台駅発着/おとな(こども)1名様 19,800円(14,000円) 

※旅行商品①②については、2名様以上からのお申込みとなります。 

※旅行商品の詳細はびゅうトラベルサービスホームページ（http://www.v-travels.co.jp/）をご覧ください。 

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

 

【ひたちなか海浜公園 ネモフィラ】 

【スパリゾートハワイアンズ】 

フラガール 

http://www.v-travels.co.jp/
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 (2) えきねっと関連 

① 「えきねっとトクだ値」(乗車券つき) 

＜仙台発着の主な発売価格・設定期間・発売期間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※「えきねっとトクだ値」はインターネット申込限定、列車・区間・座席数限定です。 

※「お先にトクだ値スペシャル」には「仙台⇔湯本」設定はございません。 

 

② 「えきねっとチケットレスサービス」割引キャンペーン 

「えきねっとチケットレスサービス」で、特急「ひたち」を予約いただくと、指定席特急料金

が 300円割引(こども 150円割引)となるキャンペーンを実施します。 

・対 象 期 間：2020年 3月 14日(土)～6月 30日(火)までのお申込み操作分 

・対象列車，設備：特急「ひたち」の普通車指定席 

・対 象 区 間：対象列車の発着全区間 

・割 引 額：指定席特急料金より、おとな 300円割引・こども 150円割引 

（通常はおとな 100円割引・こども 50円割引） 

※「えきねっとチケットレスサービス」をご利用の場合、別途、定期券等乗車券が必要となります。 

 
③  常磐線全線開通記念「えきねっと」プレゼントキャンペーン 

・キャンペーン概要：キャンペーン対象期間中に「えきねっと」で、特急「ひたち」の仙台駅を発駅ま

たは着駅とするきっぷを購入いただいたお客さまの中から、抽選で 120 名様に

常磐線沿線の特産品等をプレゼント 

※事前に専用サイトからのエントリーが必要となります。 

※「えきねっとトクだ値」含む 1件 4,000円以上が対象です。 

・エントリー期間：2020年 3月 13日(金)～6月 30日(火) 

・対 象 期 間：2020年 3月 14日(土)～6月 30日(火)ご乗車分 

・キャンペーン専用サイト 

https://www.eki-net.com/top/cp/hitati-cp/ ※2020年3月13日(金)オープン予定 

・プレゼント内容 

以下の賞品を、抽選でそれぞれ30名様にプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「JRとまとランドいわき 

ファーム産」Wonder Red 

 詰め合わせギフトセット】 

【常陸野ネストビールセット】 

【おとな１名・片道利用の場合】 

（所定金額）

無割引の乗車券

＋指定席特急券

えきねっと

トクだ値

(10%割引)

お先に

トクだ値

(30%割引)

お先にトクだ値

スペシャル

(50％割引)

いわき・湯本 4,880円 4,380 円 3,400 円 2,440 円

水戸 7,060円 6,340 円 4,930 円 3,520 円

品川・東京・上野 9,280円 8,350 円 6,490 円 4,640 円

通年 9月30日まで
第1回4月24日まで

第2回5月9日～7月31日まで

1日前の午前1時40分まで 13日前の午前1時40分まで 20日前の午前1時40分まで

仙台 ⇔

設定区間（仙台発着）

設定期間

発売期間

2020年3月14日から

乗車日の1ケ月前の午前10時から

【ミガキイチゴ・ムスー 

(スパークリングワイン)720ml】 
【大堀相馬焼マグカップ】 

https://www.eki-net.com/top/cp/hitati-cp/
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(3) 常磐線全線開通記念「常磐マルシェ」 

   ① 開催日時：2020年 3月 14日(土)、15日(日) 10：00～18：00 

   ② 開催場所：仙台駅東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」 

   ③ 運  営：JR東日本東北総合サービス㈱、㈱JR東日本リテールネット 

   ④ 内  容：福島県内の沿線地域の特産品や常磐線全線開通を記念した缶バッチなど約 60品を 

          販売します。 

 

  〈おすすめ商品 一部紹介〉 

 

 

 

 

 

 

(4) 仙台駅での取り組み 

① 5・6番線ホームでの「ひたち 14号」お見送りについて 

・開催日時：2020年 3月 14日 10：13頃 (「ひたち 14号」仙台駅発車場面） 

・開催場所：仙台駅 5・6番線ホーム 

・内 容：駅係員や乗務員、グループ会社社員など常磐線の運行に携わる社員による、ホームから

のお見送りを行います。 

 

 

 

② 常磐線装飾について 

特急「ひたち」が発着する仙台駅の 5・6 番線ホームやコンコース等において、特急「ひたち」

をデザインした装飾や、沿線の案内マップ等を設置します。 

   ＜装飾イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品名：又兵衛 吟醸 
    （福島県いわき市） 

 優しめな香りに辛めの 

 酒質が合わさった、どっし

りとした味わいの吟醸酒。 

 商品名：なみえ焼そば 
     （福島県浪江町） 

 通常の約 3倍もの太さがある  

 モチモチの極太麺と濃厚で 

 スパイシーなオリジナル 

 ソースが特徴。 

【5・6番線ホーム】 

【横断幕デザインイメージ】 

【5・6番線階段上壁面】 【東西自由通路】 

※画像はイメージです。 
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２ 「春の杜 桜舞う」 ～ひと足先に、仙台駅は桜が満開です。～ 

  (1) 開催期間 

       2020年 3月 2日(月)～3月 30日(月)  

 (2) 内 容 

  ① 桜装飾 

    仙台駅構内の各所を桜の装飾で染め上げます。 

 

 

  ② 大型観光 PRボード設置（位置図：Ⓒ） 

     東西自由通路に常磐線沿線と南東北の桜名所を紹介する大型観光 PRボードを設置すると 

      ともに、お花見におすすめのパンフレットをご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

〈位置図〉 

【ステンドグラス前シンボルツリーイメージ（位置図：Ⓐ）】 【東西自由通路ツリー装飾イメージ（位置図：Ⓑ）】 

【大型観光 PRボードデザインイメージ（常磐線沿線・南東北）】 
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  ③ 春のおすすめ商品販売 

    仙台駅エキナカとエスパル仙台、ホテルメトロポリタン仙台の各店舗にて、春のおすすめ商品を 

  販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ お客さまへの特典  

    期間中、仙台駅エキナカやエスパル仙台、ホテルメトロポリタン仙台にて、お買い物された 

  お客さまに JRE POINT 500ポイントや割引クーポン券のプレゼントなど、様々な特典をご用意 

  しております。詳しくは、下記の HPをご覧ください。 

   ※JR仙台支社 公式サイト（http://jr-sendai.com/） 

   

 

 

   仙台駅の利便性向上・ブランド確立の実現に向けて、JR東日本グループが一体感をもって仙台 

 駅全体の価値向上を目指す取組みです。 

  今回は、仙台ターミナルビル㈱、㈱JR東日本リテールネット、JR東日本東北総合サービス㈱、 

 ㈱日本レストランエンタプライズ、㈱ジェイアール東日本企画と連携して開催します。 

 

 

 

<おすすめ商品 一部紹介>(税込金額) 

 商 品 名 さくらラスク（550円） 

 販売店舗 エスパル仙台 シベールの杜 

  さくらのホワイトチョコでコーティング 

  した春限定フレーバー。 

「ＳＥＮＤＡＩ ＭＩＤ ＳＴＡＴＩＯＮ」とは 

 

 商 品 名 千日餅 桜（125円） 

 販売店舗 おみやげ処せんだい 喜久水庵 

  さくらの葉を練りこんだ餡と、もちもちと 

 した皮の食感が楽しめる商品。 

 商 品 名 花きび（259円） 

 販売店舗 めぐりめぐるめ 

  ポップコーンを使った高知版の 

  可愛いひなあられ。 

 商 品 名 ㊧ショートケーキ（800円）         

      ㊨エクレア   （550円） 

 販売店舗 ホテルメトロポリタン仙台 

      ロビーラウンジ シャルール 

  宮城県新品種いちご「にこにこベリー」を 

  使用した期間限定商品。 

 商 品 名 宮城県産牡蠣と菜の花の         

      レモンクリームスパゲティ 

          （1,150円） 

 販売店舗 トライアングル 

  宮城県産牡蠣と旬の菜の花を使用した 

  レモン風味の爽やかなスパゲティ。 

 商 品 名 仙台春の宴弁当 

（1,200円） 

 販売店舗 仙台駅各駅弁売店 

  春の食材をふんだんに使用した 

  春限定の駅弁。 


