2019 年 9 月 26 日
JR 東 日 本 仙 台 支 社

おかげさまで山形新幹線は新庄延伸２０周年を迎えます
「乗るべ、温泉新幹線。
」キャンペーン開催
ＪＲ東日本では、2019 年 12 月 4 日に山形新幹線 山形～新庄間が延伸 20 周年を迎え
るにあたり、お客さまに感謝の気持ちを込め、山形新幹線「きてけろ、山形。」プロジェ
クト第２弾として、
「乗るべ、温泉新幹線」キャンペーンを展開します。
※「きてけろ」とは、山形弁で「来てください」という意味です。

◇山形新幹線は、1992 年(平成 4 年)7 月 1 日に福島～山形間が
開業、1999 年(平成 11 年)12 月 4 日に新庄まで延伸しました。

記念ロゴマーク
１ 「温泉新幹線 手ぬぐい」プレゼント＆Ｗチャンス
新庄延伸 20 周年の感謝を込めて、2019 年 10 月 20 日(日)～2020 年 3 月 20 日(金･祝)に山形県内を
ご旅行いただいたお客さまに、
「温泉新幹線 手ぬぐい」をプレゼントします。

温泉新幹線 手ぬぐい
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（1） 「温泉新幹線 手ぬぐい」の入手方法
①山形新幹線沿線での宿泊
10/20(日)～3/20(金･祝)

②とれいゆ つばさ

③ＴＹＯトレイン

10/20(日)～3/20(金･祝)

12/1(日)限定

びゅう旅行商品または JR 東日

「とれいゆ つばさ」にご乗

専用臨時新幹線ＴＹＯトレ

本ダイナミックレールパック

車いただいたお客さま

インにご乗車いただいたお

で山形新幹線沿線の宿泊施設

※15 号車にて車内アテンダ

客さま

を利用されたお客さま

ントがお渡しします。

※詳細は「3 専用臨時新幹線

※宿泊先でお渡しします。

ＴＹＯトレイン」をご覧く

※対象の宿泊施設はキャンペー

ださい。

ンサイトをご覧ください。
(注)各箇所での予定数に達した場合、期間中であっても配布を終了いたします。

（2） 「温泉新幹線 手ぬぐい」Ｗチャンス
「温泉新幹線手ぬぐい」に同封されたＱＲコードからアンケートにお答えいただくと、
「山形
県内の特産品」
「首都圏発山形の旅」
「南東北発首都圏の旅」のいずれかが、抽選で 20 名様に
当たるＷチャンスがあります。
※詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

２ 新庄延伸 20 周年 記念セレモニー
（1） 開催日 2019 年 12 月 7 日(土)
（2） 出発式 新庄駅 12：50 頃～13:20 頃
つばさ 144 号の出発（13:18 発）にあわせた出発式を行います。
来賓として新庄市長・山形県最上総合支庁長を予定しています。
※記念セレモニーの詳細については、2019 年 11 月中旬にお知らせします。

３ 専用臨時新幹線 ＴＹＯトレイン
㈱びゅうトラベルサービス東北支店では、新庄延伸 20 周年にあわせた記念旅行商品を発売します。
（1） 商品名

新庄延伸 20 周年記念 専用臨時新幹線 ＴＹＯトレイン

（2） 設定日

2019 年 12 月 1 日(日) 日帰り限定

（3） 内 容

個人旅行 3 コース、団体旅行 3 コース 計 6 コース
※ＴＤＲ１デーパスポート付コース、横浜中華街共通お食事券付コースなどがございます。

（4） 区 間 ［山形新幹線］新庄 5:08 頃発 ⇒ 東京 8:44 頃着
［東北新幹線］仙台 6:31 頃発 ⇒ 東京 8:44 頃着
※ＴＹＯトレインは往路のみ運転します。復路はコースにより利用列車が異なります。

（5） 発売日

2019 年 10 月 3 日(木) 14:00

（6） 特 典

車内スタッフより「温泉新幹線 手ぬぐい」をプレゼントします。

※【旅行企画・実施】㈱びゅうトラベルサービス
※【受託発売・協賛】東日本旅客鉄道㈱
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４ 「とれいゆ つばさ」車内イベントの開催
新庄延伸 20 周年の感謝を込めて、運転士や車掌、
駅社員など山形新幹線の運行に携わる社員が「とれ
いゆ つばさ」車内においてイベントを開催します。
（1） 対象列車 とれいゆ つばさ 1 号
福島駅 10:02 発⇒山形 11:19 着⇒新庄 12:16 着
（2） 開催場所 15 号車湯上りラウンジ

車内イベント(イメージ)

（3） 開催日・内容
①秋の山形ワークショップ

②Go 四季 Go ハイク(俳句)

10/26(土)

11/30(土)

③とれいゆクリスマス
12/21(土)

山形県の名産品をモチーフに

奥の細道 330 周年にあわせて

ハンドベルの演奏会を行い

したオリジナル巾着袋の作成

俳句イベントを開催します。

ます。列車でクリスマス気

をお楽しみいただきます。

松尾芭蕉に会えるかも？

分を味わってください。

（4） 「とれいゆ つばさ」運行日
が「とれいゆ つばさ」が運転する日程です。

※「とれいゆ つばさ」の指定席券は、みどりの窓口や指定席券売機でお求めいただけます。
（一部旅行商品として発売します。
）
※2019 年 9 月 26 日現在の情報を記載しております。時刻・運転日など変更する場合がございます。最
新の情報は JR の大型時刻表や JR 仙台支社ホームページなどでご確認をお願いします。

５ 奥の細道紀行 330 周年「Go 四季 Go ハイク（秋・冬）」
山形新幹線の終点・新庄駅は、陸羽東線（奥の細道 湯け
むりライン）
・陸羽西線（奥の細道 最上川ライン）への乗換
駅です。1689 年に松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出てから
330 年となることを記念し、列車の旅を楽しみながら俳句を
詠むとプレゼントが当たる企画をご用意しました。
（1） 応募期間
2019 年 10 月 20 日(日)～2020 年 2 月 20 日(木)
（2） 応募方法
陸羽東線・陸羽西線の主な駅に設置してある投句
用紙にご記入の上、郵送でお送りください。
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Go 四季 Go ハイク
ロゴマーク

（3） プレゼント
ご応募頂いた俳句の中から優秀作には、宮城県大崎地域、山形県庄内・最上地域（陸羽東線・
陸羽西線沿線）の地場産品などのプレゼントを差し上げます。
（4） 作品展示
2019 年 11 月 10 日(日)までにご応募頂いた俳句については、2019 年 11 月 30 日(土)の「とれ
いゆ つばさ 1 号」車内で展示する他、陸羽東線・陸羽西線の主な駅にて展示を予定していま
す。
（5） イベント情報
「駅長オススメの小さな旅」で、
「Go 四季 Go ハイク(秋・冬)」イベントにおすすめのコースが
ございます。是非ご参加ください。
①奥の細道を歩く

②古(いにしえ)の道と ③東北自然道と幻想の森

④紅葉の陣ケ峰

「出羽街道中山越え」

亀割山トレッキング

を巡る巨木トレッキング

トレッキング

10/16(水)

10/19(土)

10/26(土)

11/2(土)

陸羽東線・中山平駅集合

新庄駅集合

新庄駅集合

新庄駅集合

※イベントへのお申込み・お問合せ先【新庄駅 0233-22-5580】
※イベント参加の方には「Go 四季 Go ハイク（秋・冬）
」専用ハガキを差し上げます。
※「Go 四季 Go ハイク（春・夏）」については、2020 年 3 月上旬にお知らせします。

【とれいゆ つばさ】
2014 年７月にデビューした新幹線初のリゾート列車です。ワイン
を取りそろえる「バーカウンター」や車窓を眺めながらくつろげ
る「足湯」で列車の旅をお楽しみいただけます。2019 年４月には、
案内ディスプレイの設置や天童木工を使用したソファーの設置な
どの車内リニューアルを行いました。
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