
新青森駅で東北DCオープニングセレモニーを開催し、「東北DC復興号」を
お出迎えしました

青森県・道南
JR盛岡支社

東北DCのスタートを飾る団体専用臨時新幹線「東北DC復興号」の運転に合わせ、「東北DCオープニングセレモ
ニーin青森・道南」を実施しました。
県内の新型コロナウイルス感染症拡大により、不特定多数の方が集まる可能性のあるステージイベントを中止する等、
規模を縮小することとなりましたが、三村青森県知事、鳴海北海道渡島総合振興局長等、青森県・道南エリア関係
者の挨拶やテープカットの後、「東北DC復興号」を横断幕や手旗でお出迎え、 DC関連グッズや感染症予防対策グッ
ズ等ノベルティの配布を行いました。

【テープカット】【新青森駅でのお出迎えの様子】
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東北６県が合同で、６か月間開催する東北デスティネーションキャンペーン（東北DC）が4月1日にスタートしまし
た。東日本大震災から10年の節目に、各県の力をかけ合わせて東北の大きな力にし、東北の魅力を花、自然・絶
景、酒・食、歴史・文化、温泉、復興といった多様なテーマで発信していきます。
「東北DC NEWS」では、東北DC開催中の様々な話題を毎月お届けします。是非、ご一読ください。

４月３日(土）に団体臨時新幹線「東北ＤＣ復興号」が東京駅から東北各地へ運行、
オープニングセレモニーを開催しました！

盛岡駅で東北DCオープニングセレモニーを開催、郷土芸能「さんさ踊り」
などのイベントも行いました

4月３日(土)に盛岡駅前「滝の広場」にて、オープニングセレモニー及びオープニングイベントを開催しました。
９時40分からスタートしたセレモニーでは、「さんさ踊りのオープニングアトラクション、岩手県達増知事等からの主催

者挨拶、テープカット、東北DCスタート宣言等を行い、その後、盛岡駅構内に移動して、「東北DC復興号」のお出
迎えを行いました。
10時30分からのオープニングイベントでは、ステージイベントとして「大槌虎舞」、「さんさ踊り」、「北上鬼剣舞」といっ

た郷土芸能の演舞のほか、会場内では体験コーナーとして「琥珀勾玉作り」、「繭細工」、「樹皮のストラップ作り」、
「はまぐりの絵付け」や、携帯端末でフォトスポットを撮影して賞品をゲットする参加型アトラクション「小さな冒険in盛
岡駅」、またエリアごとの観光PRを各テントで行いました。
ステージ観覧や体験コーナーは整理券方式とし、完全入替制にするなど感染症防止対策を徹底したうえで実施し、

トラブルもなく天候にも恵まれ、無事に15時30分までのオープニングイベントは終了しました。
なお、当日の様子は13社の報道機関が取材に訪れ、翌日の朝刊にも数多く掲載されたこと
から、東北DC本番に向け、県内の機運醸成にもつながりました。

【テープカット】 【復興号のお出迎え】【郷土芸能さんさ踊り】 【告知ポスター＆チラシ】



４月２日(金）弘前駅に「津軽ラウンジ」「BRICK A-FACTORY」オープン！
４月３日(土) 「東北６県DC秋田号」のお出迎え・お見送りをしました

「東北DC復興号」のお出迎え他、各種の東北DC開催記念イベントを
開催しました

４月３日（土）に東北６県へ向けた団体臨時列車「東北DC復興号」(はやぶさ・こまち号)を運行しました。
東日本大震災から10年の節目に、これまでの感謝の気持ちを伝え、東北DCに向けて磨き上げてきた東北の魅力を
紹介するため運行、602名のお客さまにご乗車いただきました。各停車駅では、地域の方々やJRの社員が連携し笑
顔でお出迎え、心温まるおもてなしを実施しました。

東北DC開催記念 清塚信也スペシャルコンサートin SENDAI
４月３日(土)電力ホールにて、多才&多彩に活躍する清塚信

也さんを迎えた「大人の休日倶楽部会員・会員同行の方向けのス
ペシャルコンサートを実施しました。

東北６県産直市開催
４月３日(土)～８日(木)仙台駅２階中央改札前にて東北６

県産直市を開催、東北各県から計15社が出展。「東北MONO」
商品を含めて各県の名産品を多数販売しました。
東北MONO☞https://www.jreast.co.jp/tohokumono/

JR東日本

４月の東北６県の旬なトピックをご紹介！

４月２日（金）、弘前駅ではDC開幕にあわせ、『東北DCキックオフイベン
ト＠津軽ラウンジ』が行われました。待合室と観光情報を展示する施設「津
軽ラウンジ」と津軽エリアのシードルや土産などをそろえたセレクトショップ
「BRICK A-FACTORY」がオープンしました。また、弘前市による「駅ピアノ」
の設置式典も行われました。

４月３日（土）、東北DC開催を記念して青森ー秋田を記念して運行し
た「東北６県DC秋田号」にあわせ、途中下車駅の弘前駅で、DC関連パン
フレット・ノベルティの配布、着ぐるみや関係者による列車のお見送り、「画像と
香りで体感する弘前の桜」をテーマに動画投影、ディフューザーによる桜の演
出を実施しました。

また、青森駅においても東北６県DC秋田号」到着・出発時に関係者による
お出迎え・お見送りを実施しました。

青森県・道南
JR秋田支社

【「東北６県DC秋田号」のお出迎え・お見送り】

【オープニングセレモニー】

【東京駅】 【大宮駅】 【福島駅】 【山形駅】

【仙台駅】 【盛岡駅】 【新青森駅】 【秋田駅】



4月17日（土）に「あおもりShu＊Kura」を運行しました

【青森駅のおもてなし】

4月17日(土）に「あおもりShu*Kura」を東北DC関連イベント列車として青森～野辺地～大湊間で運転しました。
新型コロナウイルス感染症予防対策として、受付での検温・消毒、各車両に消毒液の設置、スタッフのマスク着用・手
指の消毒・当日までの体調管理、お客さまへのマスク着用や手指の消毒液のお願いをしての運転となりました。
青森駅・大湊駅では、JR社員や沿線の青森県やむつ市・県・観光連盟等関係者に
よるお見送りやお出迎えをしました。
青い森鉄道の野辺地駅では、復活販売の鳥めし40個・焼き鳥20個の販売
（３分で完売！）で、盛り上がりました。
また車内ではJR社員による津軽三味線・笛・担ぎ太鼓・鉦のおもてなしイベント
を片道あたり4回に分けて整理券方式で実施しました。
今回の列車では、メインコンテンツとして「青森の地酒」と「地元食材を使ったおつまみ」
を提供しました。お客さまはお席にて静かに楽しまれていました。

青森県・道南
JR盛岡支社

【車内のおもてなし】

【野辺地駅のおもてなし】 【野辺地駅での大人気弁当販売】 【大湊駅のおもてなし】

【あおもりShu*Kura】外観

宮城県観光PRキャラクター「むすび丸」に東北DC版が出来ました 宮城県

東北デスティネーションキャンペーンむすび丸が出来ました。東北
DCのロゴマークに色を合わせた陣羽織や旗がポイントです。宮城
県作成の宣伝物等でお目見えしています。
今後、新型コロナウイルスが落ち着きましたらイベント等にも出

陣予定です。
東北DC版むすび丸を使用したい場合には、仙台・宮城観光キャ
ンペーン推進協議会HPの「むすび丸を使うには【東北DC版】」を
ご覧ください。

宮城県議会庁舎および仙台市役所の壁面に歓迎の横断幕を掲出しました
※現在は、一時的に撤去しております

【宮城県議会庁舎に掲出した横断幕（下）】

東北DCで宮城県にお越しいただいた方への歓迎の気持ちを込めて、３月
中旬から宮城県議会庁舎および仙台市役所の壁面に横断幕を掲出しました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言のため、現在は一時的に
撤去しておりますが、感染が落ち着きましたらまた掲出しDCを盛り上げていく予
定です。

宮城県



秋田の玄関口で歓迎の飾りつけを始めました

また、これらの新しいポスターを利用して秋田駅、秋田空港といった、秋田県の「玄関口」において、お客さまをお出迎
えする歓迎の飾り付けを始めました。
東北DC期間中の９月末まで掲示予定となっておりますので、秋田にお越しの際は、少しだけ上や下に顔を向けて御
覧いただけますと幸いです。

秋田県

【秋田空港】【秋田駅】

秋田県では、東北DC開催に合わせて、右のようなポスターを20種類作成しました。
★秋田に来てアクティブに美しい自然を体感し、豊かな文化 に触れ、
コロナ禍で疲弊した心と体を再生してほしい

★コロナ前のキラメク自分や日常に戻ってほしい

そんな思いを込めて、これまでポスター素材に選定されていない場所や時間帯
を中心に新しいポスターを作成しました。
よ～く目を凝らすと･･･秋田県のキラーコンテンツである「秋田犬」
があんなところに！！？

秋田犬を探す楽しさも加わったポスターとなっています。
新しい秋田の発見をどうぞお楽しみください。

【ポスター「入道埼灯台」】

ポスターの
秋田犬を探せ！⇒

山形県の素敵なプレゼントが当たるSNSキャンペーンを開催中です

【ぐるっとやまがたSNSプレゼントキャンペーンチラシ】

山形県では、東北DC開催を記念し、県
内の各市町村が連携してSNSキャンペーン
実施しています。
素敵な観光地、おいしい食べ物、楽しく巡った
旅の思い出をSNSで投稿すると、山形県の
特産品などが当たるチャンス！

★開催期間
2021年４月１日（木）～９月30日（木）

★応募方法
・SNSに投稿する該当エリアのアカウントをフォロー
・指定のハッシュタグ（※）を付けて、フォローしたエリア
での旅の思い出を投稿

・対象期間終了後、各エリアの当選者決定！
※ 「東北DC○○プレゼントキャンペーン（○○は各市町村名）」、「やまがたへの旅」、

その他各市町村が指定するハッシュタグ

★キャンペーンホームページ
キャンペーンを実施しているエリアやキャンペーンの詳細などはこちらからチェック！
https://mag.yway.jp/tohoku-dc2021-sns/

山形県



TOHOKU MaaS（一関・平泉エリア）のサービスが開始しました JR盛岡支社

「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。４月１日から一関・平泉エリア
でもサービス開始しました。乗りたい時に行きたい場所まで行ける新しい移動手段オンデマンド交通も元気に運行中
です。東北MaaSチケットを使えば、スマホ一つで、日帰り入浴や郷土料理のもち食も楽しめます。また盛岡のグルメ
も満喫できます！

※オンデマンド交通：行きたい時に簡単に予約ができ、観光地を自由に散策できる乗合交通サービス

【オンデマンド車両】

【予約画面】【購入画面】
【真湯温泉で東北MaaSチ
ケットで日帰り入浴できます】

【盛岡グルメの一例
フレスキッシマ】

会津鉄道 芦ノ牧温泉駅に、新しいねこ駅員が就任しました 福島県

東北DCでは、さまざまな企業と連携しており、今回は会津鉄道株式会社との連携についてご紹介します。
４月17日(土)、福島県会津若松市の芦ノ牧温泉駅にて、新人駅員の就任式が行われました。
今回晴れて“アテンダント(案内役)”に就任したのは…ねこ駅員の「さくら」ちゃん。
これまでの約1年間、“駅員見習い”としての働きぶりを評価されての任命です。

今回のさくらアテンダント就任を記念して、
特製ヘッドマークが掲げられた「お座トロ展望列車」の運行(～5月末)
や記念グッズ・きっぷの販売も行われております。
東北DCのキャッチコピーは「巡る旅、出会う旅。東北」。
お座トロ展望列車に乗って、ぜひ、会津を、東北を巡ってください。
会津鉄道株式会社では、らぶ駅長、さくらアテンダントと共に
東北DCを盛り上げていきます！

【さくらアテンダント(左)とらぶ駅長(右)】

芦ノ牧温泉駅は「ねこが働く駅」。
初代ねこ駅長:ばす、二代目ねこ駅長:らぶ、
元施設長:ぴーちに続いて、さくらは4人(匹)目のねこ駅員です。
ねこ駅員たちの主な業務内容は、列車のお見送り・駅構内の巡回・待合
室にてお客様へのおもてなし。
愛くるしい姿に癒される事、間違い無しです！

【お座トロ展望列車(特製ヘッドマーク)】 【HAPPYふくしま隊も就任式へ参加】 【東北DC缶バッジを着けておもてなし】

４月のＪＲ東日本からの旬なトピックをご紹介！



タカラトミー株式会社様とのコラボレーション企画で東北DCのPR動画を
公開しました！

JR仙台支社

タカラトミー株式会社とのコラボレーション企画として、Youtuber鈴川絢子（あやこ）さんにご出演いただき、東北
DCのPR動画を公開しました。是非ご覧ください。

【プラレールで東北トラベル】（東北６県主要駅をプラレールで再現）

【鉄道系Youtuber鈴川絢子さんの東北DC列車旅】（南東北の列車旅を動画で配信！）

https://www.youtube.com/watch?v=VtlFrEnKSC4

https://www.youtube.com/watch?v=6SGvd
F4GHM8&t=6s

【宮城県編】 【山形県編】

https://www.youtube.com/watch?v=Oz7Rl
gg4PNg&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=I_j8
4YmbEhw&t=1s

【福島県編】

４月17日（土） 「東北のまつり」ラッピング車両 待望のデビュー！！

2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で東北各地のお祭りも多くが中止となりましたが、今年の開催への
強い願いを込めて、東北DC開催に合わせ、東北のお祭りの賑わいを感じていただける列車がデビューしました。
発着駅や停車駅では、それぞれの地区の自治体の皆様やJR社員らが、横断幕やお手振りなど、ラッピング車両のデ

ビューを盛り上げました。
（４月17日からの土日祝日を中心に、「快速湯けむり号」として、仙台駅～新庄駅間を運転します。）

ラッピングデザインは南東北3県を代表する「仙台七夕まつり」「山形花笠まつり」「福島わらじまつり」
をメインに、各県の特産品などをデコレーションしました。

【仙台駅】 【小牛田駅】 【大崎市職員ﾉﾍﾞﾙﾃｨ配布】 【乗車記念シール】

JR仙台支社

https://www.youtube.com/watch?v=Oz7Rlgg4PNg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=6SGvdF4GHM8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=I_j84YmbEhw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VtlFrEnKSC4
https://www.youtube.com/watch?v=6SGvdF4GHM8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Oz7Rlgg4PNg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=I_j84YmbEhw&t=1s


新潟～酒田を運行している“のって楽しい列車 海里”が、DCを盛り上げるべく団体臨時列車『海里さくら回廊』として、
米沢→新庄間を運行しました！沿線市町村の皆様と協力し、車内での観光PRおよびおもてなしをするとともに、途中
停車駅では駅社員等によるお出迎え・お見送りを実施しました。当日はご乗車いただいたお客さまからも大変ご好評を
いただきました！！！

4月17日（土）「海里さくら回廊号」特別運行！

【米沢駅】 【小国駅】観光協会様 【鶴岡駅】

「地酒は直接
注ぐことが無
いようにコップ
に分け、ラップ
をかけて提供
しました。」

感
染
防
止
対
策

「受付では、
検温・手指
消毒・体調
確認をしま
した。」

「車内のス
タンプ台脇
にも消毒
液を設置
しました。」

JR仙台支社

五能線モバイルオーダー「このたび」始まりました！ JR秋田支社

のってたのしい列車として人気の五能線「リゾートしらかみ」をご利用のお客さま向けに新サービスを4月3日から開始しま
した。専用サイトから事前にお弁当やスイーツが注文でき、指定の場所で直接引き換えできます。地元のうまいものを絶
景とともにぜひお楽しみください！

取扱品目：秋田駅…「秋田河辺大張野豚の洋風角煮弁当」、「秋田牛ローストビーフ弁当」
「プレミアムフルーツタルト」、「御献上カスティーラチーズケーキセット」
「赤い果実のタルト」、「タルト・オ・フレーズ」

能代駅…「のしろ牛弁当」、「白神Café＆Galleryコーヒー」

深浦駅…「セイリングの海彦山彦弁当」、「セイリング自慢のから揚げボックス」
「深浦牛ハンバーグにセイリング雪ニンジンビーフシチューソース」

弘前駅…「弘前フランスフルコース弁当」、「密りんごの自然派アップルパイ」

車両の二重窓ガラスの間にはさんだ有機ELディスプレイに、天気や沿線の
観光情報などを表示する「e-モーションウインドウ」を搭載し、リゾートしらかみ
の楽しみ方が増えました！ぜひ乗車してご覧ください！

運 用 開 始 ：４月２日～
搭 載 箇 所 ：リゾートしらかみ青池編成の１・４号車展望室

お客さまの声：

日本初！透過型ディスプレイ「e-モーションウインドウ」登場！ JR秋田支社

【実際の運行の様子】

SNSへのコメント抜粋

カッケー！のりてー！

もはやアニメの世界、うちに欲しいｗ

日本初乗ってみたい

ふえええ　未来！　未来なのです！

アニメにあるようなことが現実と化していく、いいねぇ



上野駅で東北各県の産直市を開催しました！ JR東北DC推進室

東北DCを契機に各エリアの産品を「東北MONO」ブランドとして統一展開するほか、新幹線による荷物輸送で運ん
だ商品の販売など、新しい形でのイベントとして実施していきます。

⚫ 東北6県産直市(上野駅) ４月８日(木)～10日(土）
東北6県の名産品約300品目の販売のほか、観光PRブースを設置し、
観光コンテンツや東北DCのPRを行いました。

⚫ 宮城産直市(上野駅) ４月15日(木)～17日(土) 宮城県から８社に出展いただきました。15、16日には新
幹線による荷物輸送を活用して、被災地で育ったいちごが会場に運ばれたほか、ＪＲ社員と仙台の菓子店がコ
ラボレーションした商品も発売しました。

⚫ 東北各駅で「東北MONO」の売り場展開がスタート
主な駅のお土産店舗などで統一ブランド展開を開始しました。

【S-PAL仙台】 【盛岡駅ビルフェザン】 【東北MONOブランドマーク】

【東北6県産直市】上野駅【宮城産直市】上野駅

秋田駅発の臨時列車を運行しました！

東北DC期間に合わせて設定した団体専用臨時列車を運行しました。新型コロナウイルス感染症予防対策を
しっかりと行いながら、引き続きお楽しみいただける列車を運行していきます！

■４月17日(土) 横手満喫号

B級グルメ「横手焼きそば」や増田
の内蔵めぐりなどをお楽しみいただ
ける旅行商品をご利用いただきま
した。おもてなしでは特産品のプレ
ゼントなど横手市のご協力のもと
実施することが出来ました。

■4月18日(日)ありがとう男鹿線40・48形

3月のダイヤ改正で営業運転を終えた男鹿
線40・48形を団体専用臨時列車として秋
田～男鹿駅間で運行しました。当日は全国
からお集まりいただいたお客さまから、最後を
惜しむ声を受けながら、ラストランを終えまし
た。新しい車両について引き続き宜しくお願
いします！

JR秋田支社
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【Email】dc@tohokutourism.jp

「東北DC」公式ホームページ

東北DCの詳しい情報を

チェックすることができます！

https://www.tohokukanko.jp/dc/

東北の旬を食べよう！「TOHOKU SALAD」への参加が168店になりました！
（4月30日現在）

東北６県の飲食店や宿泊施設などで、東北産の旬の食材を使ったオリジナルの
サラダメニュー「TOHOKU SALAD」を提供していただいている店舗が168店に
なりました。

参加店一覧は、公式ホームページからご覧になれますので、ぜひ足を
お運びいただき、各店舗自慢のサラダをお試しください。

また、参加事業者様を募集中ですので、公式ホームページ
から申し込みいただきますようお願いします。

公式HPは、以下URLまたは右のQRコードからご覧ください。
https://dc.tohokukanko.jp/dc-feature/special_plan/salad/

「TOHOKUサポーター」を大募集しています！

ひとりひとりの取り組みで、東北DCを応援していただく
「TOHOKUサポーター」を募集しています。

東北へ訪れるお客さまに対して、おもてなしをすることを
宣言、実践していだくた「Welcome to TOHOKU隊」の
登録が2,125件（87,120人）になりました。

また、東北６県以外にお住まいの方が、SNSやブログで
東北の魅力を家族や友人に伝えていただく「TOHOKU
Fan」の登録は1,662件になりました。
※４月30日現在

まだ、ご登録されていない方は、是非ご登録いただき、
一緒に東北DCを盛り上げていきましょう。

詳しくはホームページをご覧ください。
https://dc.tohokukanko.dc-welcome

※お出かけの際は、各自治体の新型コロナウイルス感染症拡大防止の最新情報をご確認の上、感染拡大防止に十分ご配慮ください。
※感染拡大の状況によっては、企画の中止や延期、施設が一時休館になる可能性もあります。

以下は、Instagramに投稿れた写真例です。＃tohokusaladで探してみてください！


