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東北DCが始まり３か月経ちました。これまでイベント等については、コロナ禍の影響で状況を注視しながらの開催と
なりましたが、６月には「デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン」を開始したり、大宮駅でのPRイベントを開催したりする
ことができました。 DC後半に向けて、引き続き東北DCを応援いただきますようお願いします。

「東日本広域観光展IN大宮駅2021」で6県一体となり、東北をアピールしてきました！
６月25日（金）から６月27日（日）の３日間、
JR大宮駅西口イベントスペースにおいて開催された観光展
「東日本広域観光展IN大宮駅2021」（日本観光振興
協会関東支部との共催）で、首都圏の皆様に東北６県
の魅力をアピールしてきました。

当日は、9月末までの東北DCの後半戦に向けて、東北
PR局支局長によるPRステージや、現地からのLIVE中継に 【青森県】
RINGOMUSUME
よる東北DC特別企画の紹介を実施。
ステージイベントの他にも、東北６県の観光ブースを設置し、
多くのお客さまにパンフレットを手に取っていただきました。

【岩手県】
岩手まるごとおもてなし隊

観覧者の人数制限をしたり感染防止策をとったうえで、無
事終えることができました。

【宮城県】
奥州・仙台おもてなし集団
伊達武将隊

【東北６県ブース】

【福島県】
HAPPYふくしま隊

【秋田県】
相場詩織さん、なまはげ

【山形県】
やまがた愛の武将隊

いよいよ６月21日より、「デジタル周遊スタンプラリー＆クーポン」がスタートしました！
開始を見合わせていた東北DCの特別企画の一つ「デジタル周遊スタン
プラリー＆クーポン」が、いよいよ６月21日よりスタートしました。
開始をお待ちいただいていた方も多かったようで、すでにたくさんの方がス
タンプラリーを楽しまれています。
東北６県を巡ってスタンプを集めたり、お好きなテーマのスタンプを集めた
り、楽しみ方はいろいろです。お得なクーポンもついていますので、スマホ
を片手に、東北の旅を更にお楽しみください。
また、「ニッポン城めぐり」との連動
企画も行っていますので、歴史
好き、城好きの方も是非ご参加
ください。

首都圏の各駅（上野駅・大宮駅・川崎駅）で、東北の「産直市」を開催しました！
新幹線直送の東北の味覚を多くの方にお楽しみいただきました！
■６月２日（水）～６月８日（火）

「あおもり産直市」

大宮駅

青森の農水産加工品、青森県産りんごを使用したスイーツ、ジュースや地酒
など約200品目を集めて販売。弘前アップルパイ総選挙において3年連続で
第1位を獲得した青森県の洋菓子店ボンジュールの『アップルパイ』を東北新
幹線で運び販売したほか、ねぷたの展示も行いました。
■６月16日（水）～６月19日（土） 「あきた産直市」

【
【ミニねぶたの展示】

【ボンジュールの
『アップルパイ』】

大宮駅

東北DCの観光PRブースが設けられ、なまはげの衣装や竿燈が飾られたほか、
物販では新幹線で運ばれた山菜などが販売され、秋田の味覚をたくさんのお
客さまにお楽しみいただきました。

【あきた産直市の様子】

■６月17日（木）～６月18日（金） 「やまがた産直市」 上野駅
６月が旬の「さくらんぼ」をはじめとする山形県の名産品の販売とともに、山形
県観光情報を発信。当日は、山形・上野の両ゆるキャラのお出迎えも！
当日販売したさくらんぼ・アスパラ・マッシュルームは、採れたてのものを新幹線
で直送し販売。即日完売となりお客様には大変ご好評をいただきました。
■６月24日（木）～６月26日（土） 「いわて産直市」

【ゆるきゃらお出迎え】

【山形の味覚】

上野駅

岩手の農水産加工品、菓子、地酒等を販売しました。 開催期間中3日間、
盛岡のソウルフードと呼ばれる「福田パン」を東北新幹線で運び販売、各日
平均20分で完売しました。また、約1年ぶりのＳＬ銀河運行再開を記念し、
釜石線沿線で働く社員によるおすすめ観光スポットの紹介も行いました。
【いわて産直市全景】

【福田パン】

東京駅で在留外国人向けに東北の魅力を伝えるイベントを開催しました！
6月26日（土）、27日（日）東京駅（JAPAN RAIL
CAFE TOKYO）で、在留外国人向け情報雑誌・WEBサイトメ
ディア『TokyoWeekender』とタイアップし、東北６県の魅力
をPRするイベントを実施、50名以上の在留外国人の方にご参
加いただきました。
『TokyoWeekender』のライターが東北取材の体験を紹介、
一部の県では県担当者による魅力プレゼンテーションを実施した
ほか、伝統文化等も体験いただきました。

【福島県のPRの様子】

【起き上がりこぼし絵付け体験】

東北各地で東北DC期間ならではの特別企画が行われています
【特別企画】 『久渡寺 本尊聖観世音菩薩のご開帳』特別公開中！
弘前市の久渡寺(くどじ)では、東北DC特別企画として、8月21日まで
秘仏本尊で円仁(慈覚大師)の作と言われる聖観世音菩薩(しょうかんぜ
おんぼさつ)のご開帳が行われています。
また、普段は年に１回１時間のみ公開されている円山応挙作「幽霊
画」も８月13日~15日に特別公開する予定です。この幽霊画は、調査
の結果、応挙が描いたとされる「足のない幽霊」のうち、公的に真筆と認め
られた国内初の作品であることが今年の５月末に発表されました。

青森県・道南

【特別企画】この時期だけの自然が生み出す神秘の絶景が出現します！
「八幡平ドラゴンアイと高山の植物、雪上トレッキング」

岩手県

毎年、５月下旬から６月上旬にかけて、八幡平の山頂には、雪解けで中央に雪をリング状に残し、周囲が青い水
でまるで竜の目の如く見えることから名づけられた「八幡平ドラゴンアイ」。 今年は６月７日に開眼しました。
今年のドラゴンアイは当初から縁の部分に亀裂が入り、また６月４日に東北全域に大雨が降った影響で山頂付近
もだいぶ溶けはじめ、例年とは異なる趣きを見せました。とはいえ、お客さまには神秘の世界をご満足いただきました。

【2021.06.07撮影】

【ビジターセンター】

【八幡平山頂駐車場】

【特別企画】6月限定、神秘の地底湖を背景に写真をお撮りします！
「龍泉洞、地底湖の写真撮影代行サービス」

【散策路】

岩手県

日本三大鍾乳洞の一つである龍泉洞。洞内にある地底湖は日本有数の透明度を誇り、その美しさから「ドラゴン
ブルー」とも呼ばれています。
その美しい地底湖の一つ、第二地底湖では、「写真撮影代行サービス」を東北DC特別企画として行いました。
特別な照明機材を使用することで、地底湖がより美しく映えるだけでなく、お客さまのお顔
もしっかり映り、貴重な思い出づくりをすることができました。
特別企画は６月限定でしたが、洞内は常に涼しく保たれているため、夏のお出かけにも
ぴったりです。

【龍泉洞入口付近】

【撮影案内】

【第２地底湖】

【特別企画】『男鹿のナマハゲ大集合』を実施しました！
６月26日（土）・27日（日）、男鹿市とＪＲ秋田支社は、東北ＤＣ
特別企画「男鹿のナマハゲ大集合！」を男鹿市寒風山で開催いたしました。
ユネスコ無形文化遺産に登録された、男鹿市各地域の「男鹿のナマハゲ」が
迫力ある練り歩きを行った他、和太鼓団体「恩荷」による「なまはげ太鼓」も披
露しました。
ナマハゲが「うぉ～！」と雄たけびを上げて近づくと、小さなお子さまの中には
「怖い」と逃げまわったり、親にしがみついて離れないお子さまもいらっしゃいました。
またナマハゲが身を包む「ケデ」と呼ばれる衣装から落ちた藁は、魔よけや縁起
物と云われ、参加した方の中には落ちた藁を拾って持ち帰られる方もいらっしゃ
いました。当日は好天に恵まれ、両日あわせ1,500名以上のお客さまに来場
いただき、雄大な寒風山からの眺望と迫力あるナマハゲの練り歩きに大変喜ん
でいただきました。
また、雲昌寺のあじさいの見頃にあわせた団体臨時列車『男鹿あさじさい号』
と特別企画「男鹿のナマハゲ集合」を合わせたツアーを企画し、多くの方に男鹿
の魅力を満喫いただきました。

【お客様撮影】
秋田県
ＪＲ秋田支社

【迫力あるナマハゲの練り歩き 】
（写真提供：男鹿市）

【特別企画】死ぬまでに行きたい！雲昌寺のアジサイ 絶景開花中です！
「日の入りの灯台参観＆朝露に濡れる雲昌寺あじさい拝観」実施中
秋田県男鹿市の「雲昌寺(うんしょうじ)」は『死ぬまでに行き
たい！世界の絶景「日本の絶景編2017ベスト絶景」』に選
ばれたことから、その人気に火がつきました。お寺の副住職である
古仲宗雲(しゅううん)さんが長年手塩にかけて育てたアジサイが
境内を埋め尽くすように咲き誇ります。
独自の育成方法により一株につく花の数が多く、また青一色
に染まるのも特徴です。青い空、青い海、青いアジサイ。３つの
青が織りなすコントラストを存分にお楽しみいただける、期間限定
の絶景となっております。

秋田県

【入道埼灯台】

【雲昌寺 境内 アジサイ】

★特別企画として日の入りの入道埼灯台と朝一番の雲昌寺訪問を合わせた絶景レア体験実施中！！
詳しくはコチラ→https://www.tohokukanko.jp/sozaishu/detail_1006602.html
★雲昌寺のあじさい観覧期間、時間、訪問にあたっての注意事項は公式ＨＰで
詳しくはコチラ→https://peraichi.com/landing_pages/view/ogaajisai

東北各地で特別なイベント列車の運行や駅でのイベントなどが行われました
大湊線全線開通100周年の100日前カウントダウンボードを大湊駅に設置しました
9月25日（土）に大湊線（野辺地駅～大湊駅間）が
全通100周年を迎えます。100日前にあたる6月17日に
大湊駅の待合室に、大湊線の魅力を伝えるナビゲーター
「むつワン」くんの特製カウントダウンボードを、青森県立むつ
高等技術専門校生徒が下北半島の特産品の「ひば」を使用
して作成したイーゼルに載せて設置しました。また、100周年を
祝うメッセージボードにはまなすの花のメッセージカードを貼ってい
【カウントダウンボード（イメージ）】
ただくと「むつワン」くんの缶バッチを先着100名様に進呈中です。

青森県
JR盛岡支社

【「むつワン」くん缶バッジ
（イメージ）】

「のってたのしい列車」フルーティアいわて（一ノ関駅⇔盛岡駅）を運行しました

岩手県
JR盛岡支社

６月26日（土）に福島エリアを中心に運行している「フルーティアふくしま」を、特別企画列車「フルーティアいわて」と
して岩手県を初運行しました。“走るカフェ”がコンセプトの車内では、一関市伝統の手すき和紙「東山和紙」を使用し
たコースターやランチョンマットをご覧になられたり、ＪＲ社員による吹奏楽の三重奏に耳を傾けられたりしながら、岩手
のフルーツを使用したホテルメトロポリタン盛岡の熊谷シェフパティシエ特製のスイーツと一関のクラフトコーラをお客さまに
ご賞味いただきました。駅では、ＪＲ社員・グループ会社社員の他にも近隣の専門学校学生や商工会の方々などとお
出迎え・お見送りを行いました。

【フルーティアいわて】

【東山和紙のコースター・ランチョンマット】

【南部鉄器などの展示】

【駅でのお見送り、おもてなし 左から一ノ関駅、花巻駅、北上駅、盛岡駅】

【吹奏楽の演奏】

秋田県
JR秋田支社

男鹿線「BLOOMING TRAIN OGA」の車内装飾を実施しました！

JR秋田支社では東北DC特別企画として「BLOOMING TRAIN OGA」を運行しています。この度、雲昌寺のあ
じさい観覧期間（6月12日～7月18日）に合わせて、地元男鹿市の市立北陽小学校の全校児童37名が制作し
たあじさいをイメージした絵画作品を車内に展示いたしました。男鹿への観光の際には是非ご覧ください。
※作品の展示は７月31日まで行っています。

【BLOOMING TRAIN OGA】

【車内掲載絵画】

【雲昌寺のあじさい】

山形県
ＪＲ仙台支社

「イベント列車」さくらんぼ風っこ号（山形駅⇔寒河江駅）を運行しました
山形県では、さくらんぼ狩りシーズンに合わせて「さくらんぼ
風っこ号」が、JR山形駅ーJR寒河江駅間を運行しました。
乗客の皆さんには、のどかな田園地帯を走る風っこ号での
「山形の旅」をお楽しみいただきました。
また、これに合わせて、最終運行日の６月27日（日）に、
JR山形駅でお客さまのお出迎えを行いました。
◆さくらんぼ風っこ号運行日
６月19日、20日、26日、27日

【さくらんぼ風っこ号お出迎えの様子（JR山形駅）】
福島県
新潟県
JR新潟支社

SLばんえつ物語「ご乗車90万人達成」特別企画を実施しました！

6月12・13日、19・20日に磐越西線を運行する「SLばんえつ物語」が、6月中にご乗車90万人を達成することを見
越して、「ご乗車90万人達成特別企画」を実施しました。各駅では地域の皆さま、ゆるキャラ等のお出迎え・お見送り、
車内ではちょっぴりプレゼントの配布、歴代ヘッドマークのデザインに入れたポスターの掲出、
「ご乗車90万人達成記念スタンプ」を設置しご利用のお客さまへ感謝の気持ちを込めて
おもてなしを行いました。

【新津駅】
出発合図にて、発車！

【いってらっしゃい！】

【会津若松駅でのお見送り】

【記念スタンプの設置】

6月の東北各地のその他のトピックをご紹介！
東北楽天イーグルス「がんばろう東北シリーズ」イベントで東北DCのPRを行いました

宮城県

宮城県では、６月18～20日の３日間、東北楽天イーグルスの「がんばろう東北シリーズ」に出展しました。（６
月19日は雨天によりイベント中止）震災を風化させず、東北から元気を発信するために始まった「がんばろう東北
デー」は今年で10回目を迎えましたが、復興マルシェや全員もらえるオリジナルグッズの配付、「青い鯉のぼりプロジェク
ト」などが行われ、たくさんの人で賑わいました。宮城県ブースでは、来場者にお出かけの際の新しい生活様式の実践
を呼びかけるティッシュを配付し、感染症予防の徹底を呼びかけるとともに、東北DCのPRも行いました。

【宮城県ブース】

【むすび丸と青い鯉のぼり】

【配付したティッシュ】

大崎観光・DC推進協議会が大崎市東北DC推進セレモニーを開催しました

宮城県

大崎市とJRなどで構成する大崎観光・DC推進協議会は、6月５日（土）にJR鳴子温泉駅で東北DCの推
進セレモニーを開催しました。当初は４月に開催の予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、この時期
の開催となりました。
市内７地区のDC推進委員ら約40名が、土日に仙台⇔新庄で運行中の「東北のまつりラッピング車両」に乗車
し鳴子温泉駅に集合しました。ホームでは地元の方によるお出迎えも行われ、アットホームな雰囲気での開催とな
りました。
セレモニーではJR古川駅や７地区の代表者がDCの取り組みや意気込みを発表し、地域と共同で開発した「宮
城おおさき弁当」のＰＲも行いました。

【東北のまつりラッピング車両をホームでお出迎え】

【会長の大崎市長挨拶】

【宮城おおさき弁当のPR】

発酵ふくしま 甘酒のおもてなしで「美味しいふくしま」を満喫ください。

福島県

福島県は、全国新酒鑑評会で金賞受賞数８回連続日本
一となった日本酒をはじめ、味噌や醤油などの発酵文化が豊か
です。そんな発酵王国「ふくしま」では、東北デスティネーション
キャンペーン期間中、特に金賞受賞蔵が多い会津の蔵元から
提供されるフレッシュな酒粕を使った「甘酒」をご宿泊のお客様
にご提供しています。ウエルカムドリンクとして、お料理の食前酒
として、ときに冷たく、ときに熱々な甘酒といっしょに「美味しいふく
【甘酒おもてなし
【夏は冷で！
しま」をご堪能ください。
（会津東山温泉 原瀧）】 （会津東山温泉 御宿東鳳）】
参加宿泊施設は下記ホームページよりご確認ください！
http://www.fukushimaryokan.com/cgibin/fukushimaryokan/dc.cgi

東北ＰＲ局支局長の特別企画体験リポート動画が続々公開されています。
東北PR局支局長の皆様が、東北DCの特別企画を実際に
体験、リポートしている動画が東北DCのホームページで続々公
開されています。
写真だけでは伝わらない特別企画の魅力を東北PR局長が、
わかりやすくお伝えします。是非ご覧ください。
すでに5本公開されていますが、これからも内容を追加してい
きますのでお楽しみに！
https://dc.tohokukanko.jp/digital_guide/
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「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/

※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。

