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推進協議会事務局東北DC NEWS

８月も、東北各地では、感染防止に細心の注意を払いながら、東北ＤＣ期間ならではの特別企画を行い、訪れ
るみなさまに楽しんでいただけるよう関係者一同取り組みました。キャンペーン終了まで残り約１か月となりましたが、最
後まで東北ＤＣを応援いただきますようお願いします。

TOHOKUサポーターの募集が９月３０日まで延長！
目指せ登録者１０万人！ぜひ登録ください！

TOHOKUサポーターの募集を９月３０日まで延長しました。東北６県にお住いの「Welcome to TOHOKU隊」
は95,120名登録（９月10日現在）いただいています。登録者数10万人までもう少し。東北PR局支局長の皆
様にもカウントダウン投稿をいただいています。東北を訪れた方に東北の魅力と感謝の気持ちを伝え、再訪していただ
けるようなおもてなしをする環境づくりを続けていきたいと思います。
ご登録いただいた方にはオリジナル缶バッジ・認定証を進呈いたしますので、ぜひ登録お願いします。

【東北PR局長のカウントダウン投稿】

【特別企画】青龍寺寺宝「両界刺繍大曼荼羅」御開帳！ 青森県・道南

青森市の青龍寺では、東北DC特別企画として、8月1日~31日まで
寺宝「両界刺繍大曼荼羅」を特別公開しました。拝観の方は刺繍の技術や仏様の表情を見
入っている様子でした。
また、8月13日~16日は夜の特別拝観(19時～21時)で五重塔と昭和大仏をライトアップし
ました。次回のライトアップは、秋のお彼岸に合わせて9月23日(木・祝)を予定しています。

【特別企画】神主・巫女がガイドする社殿&国宝館ナイトツアーを開催！
青森県・道南
JR盛岡支社

八戸市の南部総鎮守一之宮・櫛引八幡宮には、「赤糸威鎧」と「白糸威褄取鎧」の2つの
国宝をはじめ、多くの文化財を所蔵、本殿も国の重要文化財に指定されています。7月から
東北DC特別企画として、普段は入ることの出来ない夜の時間帯(19~20時)にナイトツ
アーを実施しました。拝観の方は日中とは異なる静寂と幻想的な雰囲気の中で国宝を堪
能していました。※９月の開催は新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため中止となりま
した。

【特別企画】『金魚ねぷた列車』の運行を開始しました！

弘南鉄道大鰐線において、東北DC特別企画「金魚ねぷた列車」の運行を8月1日より開始いたしました。地元

の民芸品「金魚ねぷた」約350個が飾りつけられており、レトロな車内でゆらゆらと揺れる「金魚ねぷた」に囲まれなが
ら、ゆったりとした鉄道の旅を楽しんでいただきたいと考えております。土日の17時以降は金魚ねぷたのライトアップも
行っておりますので、是非ご乗車ください。

【弘南鉄道大鰐線車両】【金魚ねぷた】 【車内ライトアップの様子】

青森県
JR秋田支社



【特別企画】「よこてビアツーリズム」ハイブリッド開催!！ 秋田県

冬の小正月行事「横手のかまくら」に代表される秋田県横手市で開催中の東北
DC特別企画「よこてビアツーリズム」で現地ツアーとオンラインツアーを８月８日（日）
にハイブリッド開催しました！
現地ツアーの参加者は本物のホップ畑でホップの匂いや摘み取りを体験し、ホップ畑
で乾杯の後、地元グルメと横手産ホップで出来たクラフトビールのペアリングをお楽しみ
いただきました。オンラインツアー参加者は、現地ツアーの皆さまと一緒にホップの説明を
受けた後、お送りしたおつまみとクラフトビールのペアリングをお楽しみいただきました。
参加者の皆さまからホップ農家の方々へのご質問もたくさんいただき、来年は現地集
合のお約束をして、初のハイブリッド開催が終了しました。

秋田県では９月にも東北DC特別企画のオンラインツアーをご用意しています。
ぜひ、皆さまの御参加もお待ちしております！今後のツアー詳細については、決まり
次第それぞれの企画の東北DC素材集で御案内いたします。

【今後開催予定のオンライン企画】
■the longest fermenting table～世界最長の発酵ロングテーブル晩餐会～
(秋田県湯沢市)
開催日：9月25日
詳 細 ：https://www.tohokukanko.jp/sozaishu/detail_1008434.html  

■秋田国際ダリア園・ガイドを聞きながら７００種のダリアを鑑賞！（秋田県秋田市）
開催日：9月27日（予定）
詳 細 ：https://www.tohokukanko.jp/sozaishu/detail_1008869.html  

※開催内容については人を集めない形での開催方法に変更となる予定です。

【現地ツアーの様子】

【ホップ畑の様子】

【特別企画】東北DC特別体験！「秋田内陸線夜行列車」
秋田県

JR秋田支社

８月６日（金）～８月７日（土）の１泊２日で秋田内陸線角館駅を出発
する「秋田内陸線夜行列車」を運行しました。
当日夜は秋田内陸線の駅で東北DC特別企画にもなっている星空鑑賞も実施
され、参加者の皆さまは普段泊まることが出来ない内陸線車内での一夜をお楽しみ
いただきました。
また、早朝にはすがすがしい風を感じながら駅ホームでのラジオ体操を実施し、
貴重な体験も味わっていただくことができました。
秋田県民限定のみのプランとなりましたが、県外のお客さまからも多数お問い合わせ
いただきましたので、来年の夏こそは多くの皆さまに秋田内陸線での夜行列車を味わ
っていただきたいと願っております。

【夜行列車外観】

【特別企画】歴史公園えさし藤原の郷
「真夏のライトアップ＆プロジェクションマッピング」が開催されました！（奥州市）

岩手県

「歴史公園えさし藤原の郷」は奥州藤原氏の歴史と文化が体感できる平安時代のテーマパーク。
約20ヘクタールの広い敷地には、日本で唯一、平安貴族の住宅である寝殿造の建物を再現した「伽羅御所」や武家
館を再現した「経清館」・「清衡館」、政治をつかさどる「政庁」など、大小約120棟あまりの歴史的建造物が再現され
ています。例年、春と秋に実施しているライトアップ＆プロジェクションマッピングをＤＣ特別企画として今年は夏の期間
（8/6～8/12）にも実施し、多くのお客様が訪れていました。

【ライトアップ(伽羅御所①)】 【ライトアップ(伽羅御所②)】 【プロジェクションマッピング(政庁)】



【特別企画】夏ならではのDC特別企画を実施！ 宮城県

【バルーン搭乗体験】

【やまもと町ひまわり祭り】【滑津大滝ライトアップ】

宮城県の東北DC特別企画から、夏を満喫する企画を３つご紹介します。
＜ひまわりの丘でのバルーン搭乗体験（大崎市）＞
・８月６(金)・７(土)日の二日間、三本木ひまわりの丘にて開催。
（８日は台風の影響で中止）
・計60組151名が参加されました。
・バルーンに乗って、ひまわりが広がる景色を堪能したり写真を撮ったりして楽しまれました。
・８月９日(月)は「東北DC パークの日パークゴルフ大会」も特別企画として開催しました。

＜やまもと町ひまわり祭り（山元町）＞
・８月２日(月)～８月１５日(日)、震災遺構中浜小学校北側の畑にて実施。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、祭りは中止となりましたが、ひまわり畑は一般
開放しました。
・約７.３ヘクタールに咲く約１７０万本のひまわりを見て「元気をもらった」等の声がありま
した。

＜滑津大滝夏のライトアップ（七ヶ宿町）＞
・７月17日(土)～８月26日(木)実施。
・例年、秋の紅葉シーズンにライトアップしていましたが、
今年度はDCとタイアップして夏に実施しました。
・七色のグラデーションで染められた緑豊かな草木と白波
の幻想的な様子は、画像や動画でSNSにも多く取り上
げられました。

【特別企画】「蔵王御釜マジックタイムツアー」を実施！

【御釜からの日の出】

７月25日(日)～９月５日(日)までの毎週日曜日に、蔵王御釜マジックタイムツアーを開催しました！
ひっそりと静まり返る上山温泉街を出発し、蔵王御釜に降り立ち、朝日が差す中での幻想的なマジックタイムを
満喫いただきました。
御釜で日の出を鑑賞した後は、高山植物の宝庫「御田ノ神湿原」での遊歩道散策や、蔵王ライザワールドでの
「雲海観賞」を通して、絶景の蔵王旅をお楽しみいただきました。

山形県

【御田ノ神湿原遊歩道散策】

【特別企画】「水陸両用バスin長井ダム百秋湖」を運行！

【水陸両用バス運行の様子】

５月21日(金)から８月５日(木)にかけて、“みずのまち長井”で「水陸両用バス」を運行しました。
道の駅川のみなとながいを出発し、長井ダム百秋湖へ。 75分の乗車時間も、迫力満点の旅であっという間だったはず。
特に、参加者の皆さんには、長井ダムの湖面に入水する時の「ザブ～ン！」の爽快感を存分にお楽しみいただきました。

・運行期間：５月21日(金)～８月５日(木)
・運行便数：１日４便運行（出発時間：9:30,11:15,13:30,15:15）
・運行ルート：道の駅川のみなと長井発→長井ダム遊覧（30分程度）→道の駅川のみなと長井着

山形県



【特別企画】
「“あさたび”で会津若松を満喫」各種ツアーを実施＆SNSキャンペーン実施中！

福島県

福島県会津若松市では、分散型観光の取り組みとして、朝の時間帯を楽しむ「あさたび」を推進しており、８月
上旬に「鶴ヶ城公園散策と朝ヨガ体験」、「天寧寺で朝座禅＆歴史ガイド体験」、「会津産朝食付き！七日町ま
ちなか散策」の3種類の体験ツアーを実施しました。朝の7時頃から所要時間約2時間のミニツアーとなっており、参
加者の皆様に朝ならではの観光を楽しんでいただきました。また9月末までの期間中、「＃会津若松あさたび」をつ
けて投稿すると、市内の引換所でもれなく赤べこマスクケー
スがもらえるインスタグラムキャンペーンを実施中です。

■“あさたび”詳細は、こちらをご覧ください↓
https://www.aizukanko.com/feature/morning/

【鶴ケ城公園散策と

朝ヨガ体験】

【天寧寺で朝座禅＆

歴史ガイド体験】

【会津産朝食付き！

七日町まちなか散策】

東北ＤＣに合わせて特別なイベント列車の運行が行われました！

８月５日（木）
復興を応援する「POKÉMON with YOUトレイン」を特別運行！

■ 東北DCに合わせて、仙台駅～女川駅間を特別運行。女川駅入線は初めて！

各駅でのおもてなしに加え、ピカチュウやラプラスの登場、スタンプラリーも開催され

ました！ご家族連れが多く、お子さまたちにポケモンの魅力満載の旅を楽しんでい

ただきました。駅長ピカチュウとの撮影会には大喜び！

運行日：８月５日（木）

時 刻： 仙台駅発 9:07→女川駅着11:41

女川駅発15:35→仙台駅着17:40

仙台駅

石巻駅

女川駅車内

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo
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ポケットモンスター・ポケモン・
Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・
ゲームフリークの登録商標です。

宮城県・
JR仙台支社

■仙台の夏の風物詩“仙台七夕”を車内で感じていただきました！

“仙台七夕”の雰囲気を感じながら、車内で限定スイーツを楽しめる

「仙台七夕フルーティア」を郡山～仙台間で運行しました！

ご乗車のお客さまには「JRフルーツパーク仙台あらはま」で採れたブルー

ベリーを使用した特別スイーツをご堪能いただきました♪

運行日：８月６日（金）～８日（日）

時 刻： 郡山駅発10:20→福島駅発10:58→仙台駅着12:23

仙台駅発14:16→福島駅発15:50→郡山駅着16:42

【車内装飾はJR社員の手作り】

８月６日(金)～８日(日）仙台七夕フルーティアを運行しました！

【構内作業中にも列車へお手振り（藤田駅）】

【郡山駅でのお見送り】

【仙台駅ではむすび丸もおもてなし】

宮城県 仙台市
JR仙台支社

https://www.aizukanko.com/feature/morning/


８月7日(土) 団体臨時列車『つがるShu＊Kura』を運行！

8月7日(土)に秋田駅～弘前駅間で団体臨時列車「つがるShu＊Kura」を運行しました。JR弘前駅ではJR･駅

前地区ねぷた愛好会の皆さまをはじめ、地元自治体と協力しお出迎え・お見送りを実施しました。改札内コンコース

では、三大ねぶたの模型をバックにねぷた囃子の演奏と歓迎の横断幕や大漁旗でお出迎えを行った他、３名の「弘

前城ミス桜」が浴衣姿でお客さまへノベルティを配布し、弘前の観光をPRしました。

【弘前駅でのおもてなしの様子②】【弘前駅でのおもてなしの様子①】【つがるShu＊Kura】

秋田県・青森県
JR秋田支社

８月14日(土)・15(日)風っこ釜石・宮古号を運行！

【風っこ釜石・宮古号外観】

８月14日(土)～15日(日)に、風っこ釜石・宮古号（びゅうコースター風っこ車両）を花巻駅から釜石駅を経由し
て宮古駅へ往復運行しました。途中、雨が降る場面もありましたが、お客さまは開放感のある車窓からの景色を楽しん
だり、沿道で手を振ってくれる方に振り返したり、車内のレトロ感に浸ったりして楽しまれていました。

【各駅でのお出迎え・おもてなし】 【車内の様子】 【車窓 吉浜海岸】

岩手県
JR盛岡支社

８月21日(土)・22日(日)ＳＬ銀河東北ＤＣ結び号を運行！

８月21日(土)～22日(日)にＳＬ銀河東北ＤＣ結び号を運行しました。機関車の点検整備を終えて約１年ぶり
の運転で、８月21日運転の往路は盛岡駅始発で運転を行い、普段は回送となる盛岡駅～花巻駅間もご乗車いた
だきました。

【各駅でのお見送り・おもてなし】 【手を振ろう企画めがね橋の様子（車窓）】 【復路釜石駅出発の様子】

岩手県
JR盛岡支社

８月28日(土)・29日(日)臨時列車『奥久慈清流風っこ号』を運行！

8月28日(土)～29日(日)に水戸駅~磐城石川間で臨時列車「奥久慈清流風っこ号」を運行しました。当日は

約100名のお客さまにご乗車いただきました。水戸駅で駅社員によるお見送りと、到着場面での磐城石川駅では、

福島県石川町役場の職員、JR水郡線営業所、また地域応援プロジェクトチームの社員による、お出迎え、お見送り

を実施しました。ご乗車のお客さまからは、「このような時期なのにありがとう。頑張ってね」とお声がけいただきました。

【磐城石川駅でのお出迎えの様子】【水戸駅でのお見送りの様子】【奥久慈清流風っこ号】

福島県
JR水戸支社



８月の東北各地のその他のトピックをご紹介！

弘前・角館オンデマンド交通乗車キャンペーンを開始！

【弘前エリア・特典クリアファイル】【角館オンデマンドバス】 【角館エリア・特典クリアファイル】

東北DC期間中、青森県弘前エリア及び秋田県角館エリアでは、観光施設のほか、地域の皆さまの生活に密着した

場所をつなぐ「弘前オンデマンド交通」・「角館オンデマンド交通」をそれぞれ運行し、観光のお客さまだけでなく地域にお
住まいの方々の日々の生活や暮らしにも便利な移動を提供しています。この度、弘前オンデマンド交通では8月28日
(土)から、角館オンデマンド交通では8月20日(金)から、それぞれ、乗車時にオリジナルデザインクリアファイルをプレゼン
トするキャンペーンを開始しました。ご乗車の記念にぜひお持ち帰りください。
キャンペーンの詳細については下記リンクをご参照ください。
・弘前オンデマンド交通：https://www.jreast.co.jp/press/2021/akita/20210827_a01.pdf
・角館オンデマンド交通：https://www.jreast.co.jp/press/2021/akita/20210819_a01.pdf

※特典はイメージです

青森県・秋田県
JR秋田支社

仙台国際空港では東北DCの装飾でお出迎えをしています！

仙台国際空港では現在、関係の皆様のご協力をいただき、国内線到着ロビーや空港玄関、仙台空港アクセス
線連絡通路等にてお越しになられた方への歓迎の装飾を行っています。

宮城県

【仙台空港アクセス線の
連絡通路にタペストリー】

【空港玄関にDCののぼり旗】【国内線到着客出口の
正面に看板設置】

【国内線到着客出口に
DCののぼり旗】

JR山形駅社員による花笠踊り披露で、
「東北ＤＣ」期間の夏の山形を彩りました！

■JR山形駅の自由通路で、山形駅社員による花笠踊りを披露しました！

日頃のお客さまへの感謝の気持ちを込めて、感染防止対策を講じながら

JR山形駅社員が駅自由通路において、花笠踊りを披露しました。多くの

お客さまが足を止めて観覧されました。ご観覧のお客さまには、紅花のドラ

イフラワーをプレゼントしました。

開催日：８月５日（木）、６日（金）の２日間

回 数 : 各日４回（①10:10、②11:05、③11:55、④13:40）

【紅花ドライフラワーをプレゼント！】【練習で磨き上げた踊りと太鼓を披露！「ヤッショ、マカショ、ジェイアール♪」】

山形県
JR仙台支社

https://www.jreast.co.jp/press/2021/akita/20210827_a01.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/akita/20210819_a01.pdf
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【発行】東北ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会事務局

（一般社団法人東北観光推進機構内）

【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/

※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。

多くの方にInstagramで「＃東北ＰＲ局」のハッシュタグをつけて、東北のグルメや美しい景色や旬の情報を紹介
していただいていますが、９月からキャンペーンを開催します。投稿いただいた方の中から抽選で東北エリアのおいし
い特産品をプレゼントします。ぜひ、この機会にみなさまも是非地元の自慢の景色やグルメを投稿して、全国に東北
の魅力を伝えましょう。

参加方法
１，東北観光推進機構のInstagram公式アカウント（tohokutourism_jp）
をフォロー！
２，みんなにオススメしたい東北の写真に、ハッシュタグ「#東北PR局」を付けて投稿！
※これまでに撮影した写真もOK!

賞品
東北６県の特産品（約3,000円相当）が60名様に抽選であたる

参加資格
日本国にお住まいで、かつ、賞品の発送先が日本国内の方

只見線全線開通50周年イベントを開催！

■2021年８月29日で只見線（会津若松駅～小出駅間）が全線開通

50周年を迎えたことを記念してイベントを開催しました！

主なイベントでは、「記念式典」、「記念入場券発売」、「レールスター体 験乗

車」、「駅長オススメの小さな旅実施」、 「団体臨時列“只見海里”運行」。 そ

のほかにも「只見町物産販売」、「ジオラマ展示」、「オリジナル駅弁販売」とイベ

ントメニューは盛りだくさん。只見線を支えてくださっている沿線住民のみなさまへ

の感謝を込めて取り組みました。東北ＤＣを機に今後も只見線沿線の活性化

に取り組んでまいります。

＜記念式典出席者＞
・ＪＲ只見線利用促進実行委員会長(只見町長)
・魚沼市長
・福島県只見線再開準備室長
・福島県南会津地方振興局長
・只見町議会議長
・会津坂下駅長
・会津若松駅長
・浦佐駅長 他

＜記念入場券発売＞
会津若松、会津坂下、只見、小出駅
の４駅で記念入場券を発売。
只見駅、小出駅は即日完売！

レールスター乗車は親子連れ
に大好評！

小さな旅は只見のパワースポット
「三石神社」縁結び参りコース

只見町キャラクター「キハちゃん」お出迎え

「只見海里」往路71名 復路76名 車内見学は38名ご参加！

福島県・新潟県
JR仙台・新潟支社

「＃東北ＰＲ局」ハッシュタグキャンペーン開催中！


