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東北ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
推進協議会事務局東北DC NEWS

2021年９月30日(木)をもちまして、６か月に渡り展開してきた東北デスティネーションキャンペーンが終了しました。
東北DCを応援いただき誠にありがとうございました。東北DC後も、新型コロナからの東北観光の早期回復をめざして、
期間中に培ったノウハウを活用しながら、「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
いきますので、引き続き東北の観光の発展にご協力いただきますようお願いいたします。
東北DC NEWSは今号で最終となります。９月の東北各地のトピックを掲載していますので、是非ご覧ください。

東北DC後も「巡るたび、出会う旅。東北」の秋冬プロモーションで東北情報を発信！

2021年9月30日（木)をもちまして、東北デスティネーションキャンペーン（東北DC）は終了となりましたが、10
月以降も、「紅葉」「温泉」「食」などをテーマに、新型コロナからの東北観光の早期回復をめざして、引き続き秋冬の
東北の魅力を発信していくこととしました。東北DCに続き、キャッチコピーは「巡るたび、出会う旅。東北」。コロナ収束
後の旅行先に東北を選択していただけるよう、東北の魅力を発信し続けます。

☟情報はこちらから
◆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/

☟「＃東北PR局」ハッシュタグキャンペーンを展開中
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。
https://dc.tohokukanko.jp/tohoku_pr/

☟ポスター、ガイドブックをご紹介

【辰巳菜穂さんによるポスター】 【ガイドブックの表紙】

各地で東北DC期間最後のおもてなしとしてクロージングイベントが開催されました

「ＳＬ銀河」のお出迎えで東北DCクロージングを飾りました！（花巻駅）
岩手県

JR盛岡支社

東北ＤＣ期間中に岩手県にお越しいただいたお客さまに感謝の意を込め、ＤＣ期間最後の週末の9月26日
（日）、ＤＣヘッドマークをつけて走る最後の「ＳＬ銀河」の花巻駅到着時に岩手県・岩手県観光協会・花巻市・
ＪＲ盛岡支社の観光関係者が参加し、“お出迎え”を実施しました。横断幕掲出とノベルティ配布等により東北DCの
クロージングを飾るとともに、DC終了後も観光需要の喚起に継続して取り組んでいくことをＰＲしました。

【横断幕やノベルティの配布等により「ＳＬ銀河」のお客さまを歓迎】

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


東北DCのご支援への感謝を込めて、クロージングの取り組みを実施！
宮城県

ＪＲ仙台支社

【ラッピング列車と横断幕】

９月で終了する東北DCに対する県内外の皆様からのご支援に感謝を込めて、クロージングの取り組みを行いまし
た。新型コロナウイルスの感染状況を考慮しながら、感染防止に配慮のうえ実施しました。

（１）「東北のまつり」ラッピング列車のお見送り
東北DC期間中の最終運行日にあたる９月26日（日）に、「東北のまつり」ラッピング列車 新庄行きを仙台
駅ホームにてお見送りしました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、観光PRキャラクター・むすび丸は出陣で
きませんでしたが、宮城県部会と仙台駅社員で、横断幕を掲げて和やかにお見送りをしました。

（２）県内施設でのメッセージカードの配布
県内にお越しいただいた方へ感謝の気持ちをこめて、９月25日（土）から800
個限定でメッセージカードを配布しました。カードにはノベルティとしてDC版むすび丸
のピンバッジを一緒に着けて、旅の記念にお持ち帰りいただきました。
＜配布箇所＞ホテルメトロポリタン仙台・松島大観荘・石ノ森萬画館・

白石城・気仙沼駅前観光案内所

【列車の出発をお見送り】

東北DC終了に合わせて特急「いなほ」号と海里のお見送り・お出迎えを実施！

9月26日（日）に東北DCの終了に合わせて、いなほ3号と海里でお越しになられたお客さまに対して、酒田駅・鶴
岡駅にてお見送り、お出迎えを行いました。酒田駅では酒田舞妓の踊り等で賑やかにお出迎えを行い、到着されたお
客さまは写真撮影をしたり、舞妓の踊りをご覧になられたりと、好評でした。

【鶴岡駅お見送り】 【酒田駅お出迎え】

山形県
JR新潟支社

青森市の廣田神社は一切の厄、災、病を払い除ける全国
唯一の病厄除守護神で、青森開拓の一大恩人である青森
城代二代目進藤庄兵衛正次の神霊を祀る神社です。東北
DC開催期間は通常の御朱印とは別に、青森ねぶたをあし
らった“東北DC特別デザイン”の御朱印を用意していました。
随所に青森らしいおもてなしもあり、コロナ禍ではありましたが
多くの方に、この御朱印を拝受していただきました。
廣田神社には他にも、りんご・青森県の形・雪の結晶などの
ご当地御朱印や金魚ねぶたの御朱印帳などもありますので、
ぜひ集めてみてはいかがでしょうか。

東北各地で多くの特別企画を実施しました！その一部をご紹介！

【特別企画】 廣田神社 東北DC限定御朱印
青森県・道南
JR盛岡支社



【特別企画】 「発酵ロングテーブル晩餐会～オンラインミーティング～」 秋田県

湯沢市で開催される「七夕絵どうろうまつり（8月5日~7日）」にあわせて開催を予定していましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大により、9月25日(土)にオンラインミーティングで開催しました。

過去のロングテーブルイベントの紹介、発酵をテーマとした調理も行ない、現地で盛り上がったほか、オンライン開催と
いう特性を活かしてチャットによる会話も飛び交い、「美味しそー」、「プロの盛り付けだー」などの感想に応対をする姿
も見られました。本来のリアル開催ができない中で、オンライン開催による新たな可能性も垣間見ることができました。
来年の開催に向けてまた準備をしてまいりますので、来年もまたぜひご参加ください！

９月25日（土）に配信された
オンラインミーティングの様子はこちら
⇒https://youtu.be/VzptYcbBLZA
※配信は10月29日(金）までとなります

【特別企画】 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

園内にある700種、7,000株のダリアが咲き誇る秋田国際ダリア園。
日本を代表する育種家の鷲沢氏が育てたダリア園限定のダリアは見ごたえがあり、
おこしいただいた方は大輪の花と思わず写真を撮る姿も。また、ガイド付きツアーでは
各品種の名前の由来などを聞くことができます。今回、オンラインイベントでは鷲沢園長
から育て方のコツなどを聞くことができ、これを機会にダリアに興味を持っていただいた方も！
これから10月から11月初旬にかけてもまだまだ見頃！ぜひご覧ください！

９月27日（月）に配信された
オンラインイベントの様子はこちら
⇒https://youtu.be/YJ3EbAwn85E
※配信は10月29日(金）までとなります

【特別企画】 上杉伯爵邸特別演武会＆限定ランチプラン

【上杉伯爵邸での演武の様子】

公園として無料開放されている上杉伯爵邸の庭園を舞台に、山形の戦国武将をモチーフとした「やまがた愛の武
将隊」による特別演武会を開催しました！荘厳な雰囲気の日本庭園をバックに、武将たちによる迫力満点のパ
フォーマンスをお楽しみいただきました。また、演武会に合わせて、限定ランチプラン（要予約）もご用意！米沢牛や
山形県の郷土料理を堪能しながら、邸内での贅沢なひと時を満喫していただきました。

・開催日：9月30日までの毎月第2・第4土曜日
・実施会場：上杉伯爵邸

山形県

【演武会に合わせた限定ランチ】

【總光寺の山門】

きのこ杉が美しく立ち並ぶ参道や豪壮な山門、そして、
国の名勝に指定された「蓬莱園」と呼ばれる庭園など、
風光明媚な景観の總光寺では、東北DC開催を記念
して、水の音、鳥のさえずり、虫の声を聴きながら、自然
に囲まれた中で、坐禅、写仏、写経、行茶の体験を実
施しました。

・実施期間：2021年4月1日～9月30日

山形県

【總光寺で体験できる行茶】

【特別企画】 洞瀧山總光寺マインドフルネス体験



まだ間に合う！10月以降も継続する特別企画の一部をご紹介！

「むすび丸通信【東北DC】」で特別企画などのDC情報を配信中！

YouTubeの「むすび丸公式チャンネル」では、県内のおすすめスポットを紹介する「むすび丸通信」を配信中です。
DC特別企画や「●月に行きたい仙台・宮城」などの情報を、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会のPR担当
課長であるむすび丸とその部下が楽しく案内しています。コミカルなやりとりでくすりと笑える動画になっていますので、
是非ご覧ください。

宮城県

【●月に行きたい仙台・宮城編】

検索 YouTube むすび丸通信

【特別企画】「丑歳御縁年記念出羽三山生まれかわりの旅」を実施中！

2021年は12年に一度の丑歳御縁年にあたります。丑歳は十二支の中で最も神様の光が輝く年で、この記念すべき
歳に、出羽三山から「現在（羽黒山）・過去（月山）・未来（湯殿山）を巡り自らも生まれかわる」旅が登場！

①出羽三山開祖「蜂子皇子御尊像」特別拝観
各地に安置されている蜂子皇子御尊像を一堂に祀り、特別に拝観いただきました。
・実施日：4月29日（木）～11月3日（水）

②湯殿山御澤駈け体験 御澤佛特別拝観
御縁年限定！湯殿版「生まれかわりの旅」の体験を実施しました！
・実施日：2021年4月29日（木）～11月23日（火）
・実施場所・体験料：出羽三山歴史博物館・500円

③国宝羽黒山五重塔 夜間ライトアップ
生まれかわりの旅のはじまりの地「羽黒山」の中腹に建つ国宝。
漆黒の闇の中に幻想的に浮かび上がる五重塔が、訪れる人々を魅了してくれました。
・実施日：2021年6月～10月の限定日
・実施場所：国宝羽黒山五重塔

山形県

【丑歳御縁年を迎えた湯殿山】

【特別企画】 錦秋の中での女沼サップ・カヤック体験受付中！（福島市） 福島県

土湯温泉では、温泉街から車で10分程度のところにある女沼（めぬま）で、2021年４月からサップ・カヤック体験
を受け入れをしています。
10月、女沼を取り囲む山々は紅葉一色となり、サップやカヤックを漕いで沼の中央に立つと自然と一体となった日頃
味わえない体験ができます。
サップ・カヤック体験は11月10日頃まで受付しております。

■所要時間（約2時間）
①8:00～10:00 ②10:30～12:30 ③13:30～15:30 ※事前予約 各10分前に集合

■女沼サップ・カヤック体験についての詳細は、こちらをご覧ください
→ 土湯温泉観光協会 http://www.tcy.jp

http://www.tcy.jp/


東北ＤＣに合わせて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！

9月4日(土) リバイバル特急スーパーはつかり号を特別運行！

【青森駅お見送り】

旧JR東北本線盛岡駅～青森駅間（現・青い森鉄道～ＩＧＲいわて銀河鉄道）の開業130周年を記念し、９
月４日（土）にリバイバル特急スーパーはつかり号が青森駅～盛岡駅間で、約19年ぶりに１日限りの復活運行を
行いました。

【八戸駅おもてなし】【二戸駅おもてなし】 【盛岡駅おもてなし】【復刻デザインのヘッドマーク】

岩手県・青森県
JR盛岡支社

9月8日(水)・9日(木) リゾートしらかみ号橅編成を夜行運行！

9月8日（水）～９日（木）にかけて、びゅうトラベルサービス(株)主催の団体「初！夜行運行リゾートしらかみ
橅編成 現実からの脱却ツアー」を催行し、初めてリゾートしらかみの夜行運行を行いました。列車は奥羽本線を経
由して弘前駅～秋田駅間を運行し、お客さまは普段乗ることのできないリゾートしらかみ橅編成の夜行運行に終始
楽しまれ、非日常を感じていただけました。また、車内ではブナの木を使用した特別コースターなどのノベルティをお配り
し、お客さまは大変お喜びの様子でした。

【弘前駅発車場面の様子】【リゾートしらかみ橅編成】 【車内でお配りしたノベルティ】

秋田県・青森県
JR秋田支社

青森県
JR秋田支社

岩手県
JR盛岡支社

９月18日(土) 団体臨時列車『リバイバル特急つがる号』を運行！

９月18日（土）に弘前駅～八戸駅間で団体臨時列車「リバイバル特急つがる号」を運行しました。
同区間での運行は2010年で終了しておりますが、今回東北DCに合わせて、一日限りの復活運行を行いました。
始発の弘前駅では横断幕を掲げ、おもてなしをしました。また、ご乗車のお客さまには約4時間にわたる懐かしの車
窓をお楽しみいただき、八戸駅到着後は八食センターで昼食をとり、新鮮な海産物をご堪能いただきました。

【弘前駅お見送りの様子】【特急つがる号】 【弘前駅お見送りの様子】

【花巻駅おもてなし】 【車内でのおもてなし】

９月19日(日)ＳＬ銀河でＪＡＬふるさと応援隊と連携しておもてなし！

台風の影響で９月18日（土）のＳＬ銀河は運休となりましたが、19日（日）はディーゼル機関車でＳＬ銀河
の客車を牽引する臨時列車を運行しました。岩手県にゆかりのあるＪＡＬふるさと応援隊の客室乗務員2名による、
お出迎え・車内アナウンスと、ＪＲ社員と連携したちょっぴりプレゼントのお渡し
などのおもてなしを実施しました。普段とは違うおもてなしとＳＬ銀河をお客さま
は楽しまれていました。

【遠野駅お見送り】 【車内アナウンスの様子】【釜石駅】



９月18日(土)・19日(日)ＳＬ・ＤＬ東北ＤＣ陸羽東線号運行！!

■復興のシンボルＳＬが陸羽東線を８年ぶりに運転！
地域を元気にしたいという想いを込めて、ＤＣ特別企画としてＳＬを復活運転させました。往路の小牛田→鳴子温
泉間はディーゼル機関車（ＤＬ）が客車とＳＬを牽引、復路はＳＬが蒸気をもくもくと吹き上げて力強く走行。発着
駅もさることながら、沿線の皆さまにもお手振りをいただき、大歓迎のなかのＳＬ運行となりました。みなさま、本当にあり
がとうございました。
運行日：9月18日（土）・ 19日（日）の二日間

時 刻： 小牛田駅10:05発→鳴子温泉駅11:47着 （ＤＬ運転） ※9/18・210名、9/19・226名乗車

鳴子温泉駅13:03発→小牛田駅14:49着 （ＳＬ運転） ※9/19・224名、9/19・220名乗車

【大崎市伊藤市長にもお出迎えいただきました】

鳴子温泉駅

【「宮城おおさき弁当」も掛け紙をＳＬ色に】

小牛田駅

むすび丸ノベルティ配布(宮城県提供)

【鳴子温泉郷観光協会
のキャンペーンも実施】

宮城県
JR仙台支社

9月19日（日）・20日(月)新幹線総合車両センターで車両撮影会を開催！

基地内の車両が動き出す前の早朝、静寂とした車両基地内で特別な撮影会を開催しました。通常では入ることが
できない新幹線車両基地で撮影できる旅行商品を、㈱びゅうトラベルサービスが販売。特別な体験にお客さまにもご満
足いただきました。当日は車両運用の都合で、なんとALFA-Xもお目見えしサプライズな撮影会となりました。
催行日：2021年9月19日（日）～20日（月・祝） １泊２日
場 所：新幹線総合車両センター（宮城県宮城郡利府町）
行 程：9月19日（日）ホテルメトロポリタン仙台宿泊・ 20日（月）早朝ホテル発→新幹線総合車両センター
※撮影対象車両 E2系・E3系・E5系・E6系・E7系・E926系新幹線電車「East i」

宮城県
JR仙台支社

９月23日(木) とれいゆ つばさ体験乗車ツアー＆車両展示会を実施！

DC企画として、米沢駅で特急つばさ誕生60周年を記念しDCフィナーレを飾るべく「とれいゆ つばさ」の魅力が満載
のイベントを開催しました！秋晴れの中、地元の家族連れを中心に多くのお客さまにお越しいただきました。
開催日：9月23日（木・祝日）

体験ツアー：米沢駅11:05発→庭坂駅→米沢駅12:28着 ご乗車90名様（車内足湯ご利用28名様）

車両展示 ：米沢駅ホーム 14:00～16:00 ご来場者240名様（車内足湯ご利用40名様）

【足湯体験】 【米沢駅長の車内放送】 【当日は整理券配布に行列も！】

山形県
JR仙台支社

【車内展示】
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秋冬の東北の魅力を発信中！

是非ご覧ください！

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

※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。

９月23日(木）フルーティアふくしまで行く「東山温泉川どこ」ツアーを実施！

【横断幕やお手振りでお見送り！】

会津の風物詩、水辺のダイニングといわれる東山温泉「原瀧」の川どこをお楽しみいただくツアーを㈱びゅうトラベルサー
ビスと企画しました。郡山駅から会津若松駅へ向かう往路では、ＪＲ社員が沿線の魅力を車内アナウンス。復路車内
では、会津の割烹「田季野」のオリジナルスイーツをご堪能いただきました。

催行日：9月23日（木・祝）日帰りツアー
行 程：往路 郡山駅9:51発→＜フルーティアふくしま＞→会津若松駅11:19着＝ﾊﾞｽ＝東山温泉「原瀧」

復路 東山温泉「原瀧」＝ﾊﾞｽ＝会津若松駅15:55発→＜フルーティアふくしま＞→郡山駅17:07着

【会津若松駅では「あかべぇ」もお出迎え！】

【会津産フルーツを使用した
ジュースとドライフルーツ】

【割烹「田季野」のオリジナ
ルスイーツセット】

【色づき始めた木々を眺めながらの
ご昼食】

【川どこオリジナルのお弁当ランチ】

福島県
JR仙台支社

９月25日(土)大湊100周年記念号を運行！

９月2５日（土）に大湊線100周年記念号を運行しました。100周年記念パネルの展示や、東北DCのクロージ
ングを飾るべく、青森県自治体・観光関係者が黄色いハンカチや横断幕を活用してお見送りをしました。また駅前広
場では開業100周年を祝い大湊ねぶたの展示も行われ好評でした。

【大湊駅お見送り】
【カウントダウンボードと
１００周年記念プレート】 【100周年記念号ＬＥＤ表示】【大湊ねぶた展示】

青森県
JR盛岡支社

9月26日(日) 団体臨時列車『東北６県DC津軽号』を運行！

【秋田駅・弘前駅お見送りの様子】
【秋田駅乗車記念カード】

青森県・秋田県
JR秋田支社

９月26日（日）に秋田駅～青森駅間で、お召し列車として

知られる「なごみ」車両を使用した「東北６県DC津軽号」を

運行しました。秋田駅ではご乗車のお客さまに向けて記念乗車

カードを配布したほか、弘前駅ではホーム上で横断幕や大漁旗

を掲げておもてなしを実施しました。

TOHOKUサポーターの皆様、東北DCを応援いただき誠にありがとうございました。「Welcome to TOHOKU隊」の
缶バッジ配付数も10万個を超えました。これからも引き続き、東北の応援をお願いいたします。


