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東北ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会 

一般社団法人東北観光推進機構 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

 

「巡るたび、出会う旅。東北」秋冬のプロモーションについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 重点的に発信する主なコンテンツ 

（１）「紅葉」「温泉」「食」などをテーマに秋冬の東北の魅力を発信します。 

      ≪紅葉≫           ≪温泉≫            ≪食≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）東北 DCの特別企画を継続して展開します。 

①「TOHOKU SALAD -とうほくサラダ-」 

全農東北プロジェクトとともに、食材を通じて東北の魅力を紹介して

いく「TOHOKU SALAD」を継続して実施します。（一部店舗を除く） 

   https://dc.tohokukanko.jp/dc-feature/special_plan/salad/ 

 

②酒蔵を巡ろう！ 

   東北には人気の酒蔵が目白押しです。東北各地の酒蔵をウェブサイト

の特集で紹介します。各地を巡りながら、自分好みの日本酒を見つけて

はいかがでしょうか。 

   https://www.tohokukanko.jp/sakagura/ 

東北デスティネーションキャンペーン推進協議会と JR東日本は、2021年 9月 30日まで

「東北デスティネーションキャンペーン」（以下、「東北 DC」）を開催してきました。コロナ

禍での展開となりましたが、東北 6県の観光コンテンツをかけ合わせた魅力の創出や、デ

ジタルを活用した情報発信など、様々な東北 DCのレガシーを培ってきました。東北 DC終

了後もこれらレガシーを活用しながら、「紅葉」「温泉」「食」などをテーマに、引き続き秋

冬の東北の魅力を発信していきます。 

 これからも「巡るたび、出会う旅。東北」。東北でお待ちしています。 

【秋田県・岳岱自然観察教育林（白神山地）】 【青森県・青荷温泉】 【岩手県・ひっつみ】 

【福島県・磐梯山ゴールドライン】 【山形県・銀山温泉】 【宮城県・牡蠣鍋】 

https://dc.tohokukanko.jp/dc-feature/special_plan/salad/
https://www.tohokukanko.jp/sakagura/


２ プロモーション展開 

（１）デジタルツールを活用した情報発信 

  ①ウェブサイト「巡るたび、出会う旅。東北」 

   東北の秋・冬の旬な情報をウェブサイトで発信していきます。「紅葉」

「温泉」「食」などテーマごとに特集ページを組んでいます。 

   https://dc.tohokukanko.jp/megurutabi-tohoku/ 

 

  ②＃東北 PR局 

   東北の様々な魅力や、地元のおすすめ情報を「＃東北 PR局」をつけて

インスタグラムで発信します。10月 31日まで、「＃東北 PR局」ハッシュ

タグキャンペーンを展開しています。 

  【ハッシュタグキャンペーン】 

  （応募方法）①東北観光推進機構の公式 Instagramアカウントをフォロー 

②東北のオススメの観光スポットやグルメなどを「＃東北 PR局」を付けて投稿 

※非公開設定のアカウントは抽選の対象外となります。 

  （賞品）  抽選で東北 6県の特産品 3,000円分相当を 60名様にプレゼント 

https://dc.tohokukanko.jp/tohoku_pr/ 

 

  ③デジタル観光素材集 

   東北 DCに向けて整備した観光素材データベースに、秋冬の素材も取り入れ、年間を通じて

活用できるようにリニューアルします。 

   https://www.tohokukanko.jp/sozaishu/index.html 

 

  ④JR New Style ナビ TOHOKU 

   東北 DC専用スマホサイト「JR New Style ナビ TOHOKU」の一部情報を更新し、秋も継続し

て東北の観光素材や JR東日本が提供するサービス(Suica、ダイナミックレールパック、えき

ねっと、JREポイント、JRE MALL、列車情報、駅からハイキング、東北 MONO、ワーケーショ

ンなどの情報)など、情報発信を行います。 

   https://www.jreast.co.jp/newstylenavi_tohoku/ 

 

（２）交通広告媒体などの展開 

  ①ポスター 

   東北 DC期間中に展開した辰巳菜穂さん（福島県郡山市出身）のイラストによるポスターを

秋にも展開します。日本の原風景が残る東北の自然を表現しています。JR東日本の主な駅な

どで掲出します。 
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https://www.jreast.co.jp/newstylenavi_tohoku/


   また、JR東日本の首都圏を中心とした主な駅では、東北 6県の美しい紅葉と雪景色に包ま

れた温泉を紹介する季節ポスターも展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

②パンフレット 

「紅葉」や「温泉」、「食」など、秋から冬にかけての東北の魅力をまと

めたパンフレットを作成し、JR東日本の駅などで掲出します。 

   また、東北 DCを連携しながら事業推進してきた、東北域内のコンビニエ

ンスストア（㈱セブン-イレブン・ジャパン、㈱ファミリーマート、㈱ロー

ソン）や NEXCO 東日本東北支社のサービスエリア、パーキングエリアにも

掲出していただきます。 

 

③デジタルサイネージ 

 JR 東日本の駅などにあるデジタルサイネージを活用して、東北 DC を応援いただいた感謝

のメッセージと、東北の魅力を発信する動画を放映します。 

 

３ 臨時列車の設定 

秋の紅葉シーズンに東北の秋を楽しめる列車を東北 6県で計約 60企画運転します。 

（１）「のってたのしい列車」 

車内で本格的なグルメやお酒、壮大な車窓風景が楽しめる特別な列車で東北の旅をお楽しみ 

ください。 

リゾートあすなろ リゾートしらかみ TOHOKU EMOTION 

SL銀河 POKÉMON with YOU トレイン とれいゆ つばさ 

海里 SL ばんえつ物語 フルーティアふくしま 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/ 

   

（２）紅葉や秋のイベントをテーマにした列車 

紅葉やイベントなどに合わせた秋の臨時列車を設定しました。のんびりと列車にゆられなが 

ら、移り変わる秋の景色をお楽しみください。 

快速湯けむり号 館鼻岸壁朝市号 只見紅葉満喫号 

奥州平泉菊まつり号 風っこ只見線紅葉号 平泉菊まつり号 

奥州平泉紅葉号 平泉錦秋紅葉号 五能線あっぷる号 

※「えきねっと」または駅の指定席券売機、みどりの窓口、主な旅行会社などで発売します。 

 えきねっとウェブサイト：https://www.eki-net.com/personal/top/index 

※車窓からの「紅葉」を楽しんでいただくため、一部の列車で速度を下げて運転を行います 

（陸羽東線「鳴子峡」、陸羽西線「最上峡」、磐越東線「夏井川渓谷」）。実施期間は決まり次 

第、JR東日本ウェブサイトでお知らせします。 

※12月運行分は別途、JR東日本ウェブサイトでお知らせします。 

 

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/
https://www.eki-net.com/personal/top/index


（３）旅行商品で発売する列車 

出発日 商品名 区間 

10月 9日（土） サンキューMaxとき＆やまびこ【受付終了】 新潟～盛岡 

10月 10日（日） サンキューMaxとき＆やまびこ【受付終了】 盛岡～新潟 

10月 10日（日） ありがとうジパング【受付終了】 盛岡～一ノ関 

10月 11日（月） TOHOKU EMOTION いわてガストロノミー 

【受付終了】 

八戸～久慈 

10月 17日（日） 花輪線 90周年記念号 盛岡～大館 

10月 23日（土） 

11月 13日（土） 

110 系団臨＆とれいゆつばさで巡る山形 

ぐるり一周の旅 

米沢～坂町～余目

～新庄～米沢 

10月 23日（土） 「体験・体感！新幹線総合車両センター号」

で行く旅行商品 

仙台～新幹線総合

車両センター 

   ※詳しくは、びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」ウェブサイトをご覧くださ 

    い(満員の場合があります)。 https://www.jrview-travel.com/ 

 

４ イベントの開催 

（１）ジパング引退直前「485系ジパング ファン感謝デー」 

10月 10日にラストランを迎える「485系車両」をより身近に見学できるイベントです。 

開催日時：2021年 10月 5日（火） 

※詳しくは、JRE MALLウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/ 

 

（２）仙台駅『鉄道の日』お客さま感謝 DAY ～エキナカ探訪クイズラリー～ 

  仙台駅に設置している AI案内「陸奥めぐちゃん」を活用した非接触型の 

クイズラリーを実施します。全問正解した方には、仙台駅オリジナル 

缶バッジをプレゼントします。 

開催日時：2021年 10月 9日（土）10時 00分～15時 00分 

申込方法：当日受付（10時 00分～仙台駅 3階みどりの窓口前にて受付開始) 

     ※最終受付時間は 14時 00分となります。 

 

（３）定期運行終了「E4系 2階建て新幹線 Maxの車内見学会」 

10月１日で定期運行を終了する E4系 2階建て新幹線の車内を盛岡駅で見学できるイベント 

です。 

開催日時：2021年 10月 9日（土）13時 00分～14時 30分 

※詳しくは、JRE MALLウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/ 

 

（４）体験・体感！新幹線総合車両センター 

現役の車両メンテナンス社員がプロデュースした新幹線総合車両センターを体験・体感でき

るイベントです。 

開催日時：2021年 10月 23日（土） 

申込方法：びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」ウェブサイトよりお申込み 

ください。 https://www.jrview-travel.com/ 

 

https://www.jrview-travel.com/
https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/
https://www.jreastmall.com/shop/c/cJ1/
https://www.jrview-travel.com/


（５）駅からサイクリングラリー（勿来～富岡／浪江～相馬～原ノ町） 

スマートフォンアプリ「Spot Tour」でサイクリングをテーマとしたスタンプラリーを実施し 

ます。 

実施期間：2021年 10月 1日～2021年 11月 30日 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

    https://www.jreast.co.jp/mito/cycling2021autumn/ 

 

（６）JR東日本「駅からハイキング」東北 6県のコースは特典として参加履歴 2倍 

10～12月までの期間中、「遮光器土偶のふるさと木造の街並み散策」「世界文化遺産『御所野

遺跡』と自然・歴史的に貴重な文化財を巡る【IGR いわて銀河鉄道共同開催】」など、東北各地

で全 64コースの駅からハイキングを実施します。 

東北 6 県で開催される駅からハイキングは、参加履歴 2 倍キャンペーンコースとして開催し

ます。 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/ekihai/ 

 

 ※発売中のイベントは、お申し込み時に満席となっている場合がございます。 

 

５ 東北へ向けたきっぷ・商品などの設定 

（１）えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」（50％割引） 

利用期間：2021年 4月 1日～2021年 12月 15 日 

現在、東北・山形・秋田・北海道新幹線に設定している「お先にトクだ値スペシャル（乗

車券つき）」の利用期間を 2021 年 12 月 15 日まで延長します。（当初利用期間は 2021 年

4月 1日～2021年 9月 30日まで） 

※詳しくはえきねっとウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.eki-net.com/top/tokudane/ 

 

（２）大人の休日倶楽部パス 

東北エリアの周遊に便利なおトクなきっぷ「大人の休日倶楽部パス」を発売します。 

【大人の休日倶楽部パス（東日本）】 

利用期間：2021年 11月 25日～12月 7日 

発売期間：2021年 10月 25日～12月 3日 

有効期間：連続する 4日間 15,270円 

   ※詳しくは大人の休日倶楽部会員サイトをご覧ください。 https://jre-ot9.jp/ 

※開催地域の歴史や文化などのエキスパートが講師を務める「趣味の会 地域連携講座」 

も開催します。（https://jre-ot9.jp/shumi/） 

 

（３）えきねっと＋駅レンタカー トヨタスペシャル（JR東日本レンタリース㈱） 

新幹線などのきっぷを「えきねっと」でお申込みいただくと駅レンタカーが 25～30％割引に 

 なる「えきねっと＋駅レンタカープラン」に、東北エリア限定でトヨタ車を選べる特別プラン 

 を発売中。（2022年 3月末まで） 

※上記のほか、「駅レンタカー＋リアル宝探し」企画（裏磐梯・猪苗代エリア）や、八戸・新 

青森・弘前営業所限定「オープンカーで青森を体感！」プランも期間限定で設定中です。 

詳しくは JR東日本レンタリースウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jrerl.co.jp/ 

https://www.jreast.co.jp/mito/cycling2021autumn/
https://www.jreast.co.jp/ekihai/
https://www.eki-net.com/top/tokudane/
https://jre-ot9.jp/
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（４）定期観光バス・びゅうばす 

紅葉など各地のフォトスポットや歴史を巡るコースなどをご用意しています。 

・奥州歴史さんぽ号 

・秋の角館・田沢湖周遊号 

・紅葉の蔵王・山寺をめぐり・山形周遊号 

・米沢上杉家の足跡と置賜酒巡り号 

・鶴ヶ城から大内宿 

・奥会津を巡る旅 

・びゅうばす ございん！登米・気仙沼号～話題のドラマ舞台「森」と「海」を巡る～ 

・国宝合掌土偶と奥入瀬氷瀑号 

・絶景の蔵王樹氷号 

※詳しくは JR東日本ウェブサイトをご覧ください。 

定期観光バス https://www.jreast.co.jp/travel/bus/ 

びゅうばす  https://www.jreast.co.jp/travel/viewbus/ 

 

（５）JR東日本ダイナミックレールパック 

東北新幹線や旅館・ホテルの料金が時期により可変する JR東日本ダイナミックレールパック 

では、その土地の地酒や特別な料理をお楽しみいただける専用商品を順次発売いたします。 

※詳しくはびゅうトラベルサービスウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.jre-travel.com/tohoku/ 

 

（６）エスコートツアー 

  紅葉や世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」、鉄道などのテーマで東北

の魅力を巡るツアーをご用意しています。 

出発日 商品名 

10月 30日（土） E653系国鉄色 団体臨時列車 上野発仙台行き(常磐線経由)  

10月 30日（土） 

11月 5日（金） 

「大内宿」「中津川渓谷」「土津神社」福島の紅葉めぐり 

11月 5日（金） 絶景の「鳴子峡」「松島」「山寺」「銀山温泉」山形・宮城紅葉名所巡り 

11月 6日（土） ガイドと歩く「三内丸山遺跡」北東北の縄文文化に触れる旅 3日間 

11月 20日（土） 「カシオペア紀行 秋田行き」で行く 山と海が織りなす美しい景観・

なまはげの郷「男鹿半島」 

11月 13日（土） 「宮沢賢治ゆかりの地をめぐる『星めぐりの白菜物語プロジェクト』

と宮沢賢治の世界観、東北の文化・自然を感じる旅」 

 ※詳しくは、びゅうトラベルサービスウェブサイト「日本の旅・鉄道の旅」をご覧ください。 

https://www.jrview-travel.com/ 
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６ 東北 MONO、産直市などの地域活性化の取り組み 

（１）東北地域活性化ブランド「東北 MONO」の展開 

 JR東日本東北総合サービス(株)が運営する ECサイト「トライ・ワン」 

を、東北 DCのレガシーを継承したサイトとして運用するべく、11月 1日 

に「東北 MONO WEB SHOP」という名称に変更し、東北 6県を代表する 

サイトとしてリニューアルを行います。 

【リニューアル内容】 

①サイトデザインとカテゴリー分けの一新 

②自治体などと連携した企画展開を実施 

 

（２）おみやげグランプリ×東北 MONOの特設ページ開設（10月 1日） 

  駅弁味の陣 2021の開催に合わせて、2017年から 2020年に開催した「みんなが贈りたい。JR 

東日本おみやげグランプリ」の過去受賞商品のギャラリーを開設するとともに、東北 MONOと連 

携することで東北エリアの魅力的なおみやげを紹介します。 

https://jreast-omiyage.jp/touhokumono/ 

 

（３）産直市の開催 

  上野駅、東京駅、大宮駅にて、東北エリアに関わる魅力ある地産品を集めた産直市の実施を 

予定しています。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

（４）東北 JRE MALL限定！『東北応援おせち』2段重の販売 

  東日本大震災からの復興の取り組みが今年で 10 年の節目の年を迎えまし 

た。三陸産ふかひれ煮や青森県産焼き帆立など、東北の食材を多く取り入れ 

たおせちに仕上げ、300セット限定でご用意。11月 15日までにご注文の 

お客さまには、早期特典としてオリジナル鉄道箸置き（4膳）をプレゼント 

いたします。代金：19,990 円（通常価格）税込・送料込 

※売上の一部は東北復興の関連基金へ寄付されます。 

※ご購入は JRE MALL ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.jreastmall.com/shop/g/gS002-C015191/ 

 

（５）駅弁味の陣 2021 

  地域の特色を生かした駅弁を通して、各地域の魅力を発信するとともに地域活性化の推進を

目的として、10月 1日～11月 30日まで JR東日本の駅弁№1を選ぶ「駅弁味の陣 2021」を開催

します。期間中は JR東日本駅構内の 69駅の駅弁販売店舗や催事会場にて販売します。 

＜東北地方における催事＞ 

駅名 日程 場所 

仙台駅 10月 9日（土）～14日（木） 仙台駅 2F在来線改札外ステンドグラス前 

秋田駅 10月 16日（土）～17日（日） 秋田駅ビル トピコ１階 

  詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。 https://www.ekiben-ajinojin.com/ 

 

（６）岩手県クラフトビール文化の定着「IWATE BEER」企画の展開 

  地域の産業振興と支援を目的として「IWATE BEER」企画を実施しています。当企画の一環と 

して、IWATE BEER商品である県内各地のクラフトビールを、ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 

ダイニング＆バー「ジョバンニ」のメニューに追加し、提供するフェアを、10月～11月の間開 

催します。※フェア期間中も、「ジョバンニ」は通常営業となります。 

サイトイメージ 

企画バナーイメージ 

https://jreast-omiyage.jp/touhokumono/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS002-C015191/
https://www.ekiben-ajinojin.com/


（７）グループ会社連携施策 

会社名 内容 

JR 東日本東北総合サー

ビス㈱ 

大宮駅で「あおもり・いわて産直市」(10 月 19 日～24 日)、

「一関・平泉産直市(仮称)」(11月 21日～25日)を開催予定。 

株式会社千葉ステーショ

ンビル 

海浜幕張駅とペリエ海浜幕張が合同で、岩手・秋田の物産市や

東北旅行相談会などの東北 PR イベントを開催。(9 月 27 日～

10月 10日) 

JR 東日本クロスステー

ション 

東京駅「スクエア ゼロ」で青森県・岩手県・宮城県・福島県

の商品を販売(10 月 1日～10日) 

ジェイアール東日本商業

開発㈱ 

グランデュオ立川で「ふくしまフードフェア」(11 月 10 日～

16日：1階イベントマルシェ)、｢BUTAPANA 国産縮絨ニット（青

森）」POP UP(10 月 27日～11月 2日：1階デイリーパーツ)、

グランデュオ蒲田で「ケンランド リネンニット（山形）：西館

2階デイリーパーツ」POP UP(10月 20日～11月 2日)を展開。 

㈱JR 東日本サービスク

リエーション 

東北、秋田、山形の各新幹線車内で各路線の地域に応じた地産

品を販売。(10月～12月) 

秋田ステーションビル㈱ ホテルフォルクローロ角館で東北のおつまみ、スイーツなど

を販売。 

盛岡ターミナルビル㈱ ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING ダイニング&バー「ジョ

バンニ」で IWATE BEER商品を含む県内各地のクラフトビール

を販売。(10月 1 日～11月 30日) 

 

７ 安全安心の旅の訴求 

各観光スポットには、マスクの着用や手洗いの励行、フィジカルディス 

タンスの確保を呼びかけるポスターを引き続き掲出するなど、観光客に対し 

感染症拡大防止を呼び掛けていきます。 

 

 

 

 

 


