
2015 年 2 月 2 日 

ＪＲグループ 

 

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ キャンペーン期間  2015年4月1日（水）～6月30日（火） 

２ 開 催 地 域  福島県全域 

３ キャッチコピー等 

（１）キャッチコピー 「福が満開、福のしま。」 

春の観光の目玉である花をはじめ、雄大で美しい自然や 

130を超える温泉、歴史・伝統文化、豊かでおいしい食・ 

日本酒などの魅力と、全国からのご支援に対する感謝を 

込めたたくさんの笑顔で、福島を訪れる人を県民全員で 

おもてなしをしていきたいという気持ちを込めています。 

（２）キャラクター「きびたん」 

   福島県の鳥「キビタキ」をモチーフにした、未来へ羽ばたく 

福島県の復興シンボルキャラクター 

 

４ イベント列車の運転 

ふくしまＤＣにあわせて、魅力的な臨時列車を運転します。のってたのしい列車「フルーティアふくしま」

（磐越西線）をはじめ、魅力いっぱいの列車の旅をお楽しみください。 

□のってたのしい列車「フルーティアふくしま」がデビューします。 

・列 車 名  「フルーティアふくしま」 

・運行区間  磐越西線 郡山～会津若松間 

 ・運行開始  2015年4月25日（土）から土休日を中心に1日2往復 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 

普通 フルーティアふくしま1号 郡 山 9：40 会津若松 10：54 4/25.26.29 

5/2-6.9.10.16.17.23.24.30.31 

6/6.7.13.14.20.21.27.28 

※2015年7月以降の運転日については

別途お知らせします。 

快速 
フルーティアふくしま2号 会津若松 11：07 郡 山 12：09

フルーティアふくしま3号 郡 山 12：43 会津若松 13：54

普通 フルーティアふくしま4号 会津若松 15：06 郡 山 16：20

※「フルーティアふくしま」は、定期列車と連結して運転いたします。 

※発売開始日や車内サービス等の詳細については3月上旬以降別途お知らせいたします。 

※全ての座席をびゅう商品として発売いたします。きっぷのみの発売はいたしません。 

 ＪＲグループでは、2015年4月1日（水）から6月30日（火）まで、県、地元自治体、観光事業者等と連携

し、「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下、ふくしまＤＣ）を開催いたします。福島全県

で実施するＤＣは、14年ぶり4回目となります。 

キャッチコピー「福が満開、福のしま。」のもと、「花」「食」「温泉」「復興」を柱として、地域の

特色である「桜」「歴史・文化」「自然」や地域が準備する「ＤＣ特別企画」などの魅力をお楽しみいた

だけるご旅行を提案いたします。また、ふくしまＤＣにあわせて、磐越西線での「のってたのしい列車『フ

ルーティアふくしま』」の運転や駅からの接続交通の整備など、東北新幹線と常磐線を軸に福島県内を東

西に延びる各線区を活用し、広域観光周遊ルートを充実いたします。 

ふくしまの魅力を全国の皆様に感じていただけるよう全県民一体となったおもてなしに取り組み、東日

本大震災以降のご支援や応援への「感謝」の心でお客さまをお出迎えいたします。「福が満開」のふくし

まの魅力をぜひお楽しみください。 

（イメージ） 



□ふくしまＤＣのオープニングに合わせて上野東京ラインを通り横浜エリアから福島県のいわき駅まで

ストレートで行ける「つながーるふくしま号」を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 つながーるふくしま号 
横 浜 8：02 いわき 11：42

4/4.11 
485系6両 

ゆう（全車指定席） いわき 17：10 横 浜 20：54

 

□ふくしまＤＣのオープニングに合わせて「ばんえつ物語」の客車や青い塗装の12系客車を使用し「福島Ｄ

Ｃオープニング号」などの臨時列車を磐越西線で運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 

福島DCオープニング号 
新 潟 9：30 会津若松 13：32

4/4.5 
DL+12系7両 
（全車指定席） 会津若松 15：25 新 潟 19：01

DL青い12系客車号 
新 潟 9：30 会津若松 13：32

4/11.12.25.26 
DL+12系6両 

（全車指定席） 会津若松 15：25 新 潟 19：01

 

□磐越西線にＤ５１が牽引する「ＳＬ福が満開ふくしま号」が力強く走ります。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 SL福が満開ふくしま号 
郡 山 8：50 会津若松 11：26

4/18.19 
D51+旧型客車5両 

（全車指定席） 会津若松 13：55 郡 山 17：08

 

□各地のお花見スポットへ便利な臨時列車を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 

水郡線花回廊号 
水 戸 8：59 磐城石川 11：16 

4/18.19 
キハ48系2両 
クルージングトレイン
（全車指定席） 磐城石川 14：55 水 戸 17：20 

ふくしま花見山号 
仙 台 9：09 福 島 10：25 

4/11.12.18.19 
485系4両 
ジパング 
（全車指定席） 福 島 14：34 仙 台 15：51 

 

□「ばんえつ物語」の客車を使用した臨時列車を磐越西線で運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 

C61ばんえつ物語 
新 潟 9：28 会津若松 13：33 5/3.5.6.9.16.17.23. 

24.30.31 
C61+12系7両 
（全車指定席） 会津若松 15：25 新 潟 19：10 

DLばんえつ物語 
新 潟 9：30 会津若松 13：32 

6/6.7.13.14.20.21.27.28 
DL+12系7両 
（全車指定席） 会津若松 15：25 新 潟 19：01 

※6/28の「DLばんえつ物語」は「福島DCファイナル号」として運転。 

 

□大自然あふれる只見線で「風っこ只見線新緑号」を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 風っこ只見線新緑号 
会津若松 10：15 会津川口 12：28

5/3-5 

ｷﾊ 48系2両  

びゅうコースター風っこ

（全車指定席） 会津川口 14：03 会津若松 16：16

 

□春の磐越東線沿線の新緑を味わう臨時列車を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 磐越東線新緑号 
郡 山 8：55 いわき 10：59 

5/23.24 ｷﾊ 40・48系3両  
ふるさと（全車指定席） いわき 16：16 郡 山 18：12 



□大宮エリアから福島県の浜街道エリアに向け「お座敷ときわ路」を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 お座敷ときわ路 
大 宮 7：21 いわき 11：14

5/30.31 
485系6両  

華（全車指定席） いわき 16：46 大 宮 20：38

 

□白河市で開催されるご当地キャラのイベント開催にあわせて臨時列車を運転します。(最寄駅：白河駅) 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 ご当地キャラ白河号 
福 島 8：35 新白河 10：03 

6/6.7 
485系4両 
ジパング（全車指定席）新白河 15：14 福 島 16：42 

 

□新緑の景観を味わえる只見線で「風っこ只見新緑号」を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 風っこ只見新緑号 
長 岡 8：12 只 見 10：41 

6/6.7 
ｷﾊ 48系2両  

びゅうコースター風っこ
（全車指定席） 只 見 13：18 長 岡 16：18 

 

□水郡線の情緒あふれる風景にレトロ感漂う車両を使った臨時列車を運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 懐かしの水郡レトロ号 水 戸 8：59 郡 山 12：06 6/6.7 
ｷﾊ 47・48系2両  

（全車指定席） 

 

□旧国鉄急行色車両が只見の大自然の中を走ります。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 只見山菜満喫号 
新 潟 7:39 只 見 10：41 

6/20.21 
ｷﾊ 47・48系2両 
（１両指定席・１両自由席） 只 見 13：18 新 潟 16：54 

 

□ふくしまＤＣフィナーレにあわせて東北本線で「ELSLふくしまＤＣ号・SLふくしまＤＣ号」を運転します。  

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 編成 

快速 

ELSLふくしまDC号 郡 山 9：54 福 島 11：43

6/27.28 

EL+12系5両＋D51 

（全車指定席） 

SLふくしまDC号 福 島 15：34 郡 山 17：50
D51+12系5両 

（全車指定席） 

 

 

５ 二次交通の整備 

県内の観光スポットを効率的に回っていただける観光周遊バス「びゅうばす」や、駅から少し離れた観光ス

ポット巡りに手軽でおトクな観光タクシープラン「駅から観タクン」等を設定いたします。 

 

（１）観光周遊バス「びゅうばす」 

   福島県内の周遊に便利な観光周遊バス「びゅうばす」を12コースご用意しました（有料・事前予約制）。

福島が誇る「花見山」や「三春の滝桜」を巡る“桃源郷「花見山」と日本三大桜「三春滝桜」号”（福

島駅～花見山～霞ヶ城公園～三春滝桜～郡山駅～磐梯熱海温泉）、東北のお伊勢様と言われる開成山大

神宮やご朱印を集める“健康祈願！会津ころり三観音ご朱印号”（郡山駅～開成山大神宮～地ビール館

～弘安寺中田観音～恵隆寺立木観音～如法寺鳥追観音～会津若松駅）など、福島県内の主要観光地を結

ぶ周遊ルートとしてご利用いただけます。 

※ご予約はＪＲ東日本のびゅうプラザにて承ります。 



（２）駅から観タクン 

   ＤＣ開催エリア内の主な駅発着の事前予約不要、定額制の観光タクシー「駅から観タクン」を福島県内

で初めて3駅に設定いたしました。 

観光地を気軽に周遊いただけます。 

   【福島県内の設定駅】 

二本松駅、喜多方駅、会津若松駅 

    ※タクシーご利用駅または、周辺の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザでタクシー券をご購入ください。 

当日の購入でもご利用可能です。 

 

（３）駅レンタカー 

観光地をめぐる旅行には、列車から降りてすぐにご利用いただける駅レンタカーが便利です。 

「らくちんナビ」（追加料金不要でモデルコースをカーナビに搭載）を設定（禁煙車・Sクラス限定・台

数限定）し、新白河駅・郡山駅・福島駅・猪苗代駅・会津若松駅・いわき駅出発の全14コースでご利用

いただけます。 

   【福島県内の駅レンタカー営業所】 

    新白河駅、郡山駅、福島駅、猪苗代駅、会津若松駅、泉駅、いわき駅 

 

（４）割引きっぷ  

   「小さな旅ホリデー・パス」は福島エリアを含めた南東北フリーエリアの周遊に便利でおトクなきっぷ

です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 品 名：  「小さな旅ホリデー・パス」 
発売期間： 通年 
利用期間： 土・日・祝日および4月29日～5月5日、7月20日～8月31日、12月23日～１月7日の毎日 
有効期間： 1日間 
効   力： フリーエリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席およびBRTが乗り降り自由です。 
        普通列車（快速含む）の指定席をご利用の場合には、別に指定席券が必要です。 
         ※東北新幹線はご利用になれません。 
         ※山形新幹線は、「福島駅～新庄駅間」に限り、別に特急券をお求めいただくことでご利用になれます。 
発売価格： おとな2,670円 こども 1,330円 
発売箇所： フリーエリア内の「ＪＲ東日本のみどりの窓口、指定席券売機（一部）、びゅうプラザ、主な旅 

行会社」。なお上記以外のびゅうプラザおよび「ＪＲ東日本エリアの主な旅行会社」においても、 
フリーエリアを着地に含む旅行商品を同時購入される場合に発売します。 

          ※ご利用開始日の１カ月前からお求めになれます。 
※割引きっぷについての詳細はJR東日本ホームページ(http://www.jreast.co.jp/)をご覧ください。 

    



６ 宣伝展開 

全国の皆様に福島の魅力をお伝えするため、駅や列車へのポスター、パンフレット掲出をはじめとした様々

な宣伝を展開いたします。 

 

（１）キャンペーンガイドブック 

各エリアの観光情報やキャンペーン期間中に開催されるＤＣ特別企画やイベント 

情報などを掲載したキャンペーンガイドブック（福島県観光復興キャンペーン委 

員会発行）を全国のＪＲの主要駅や旅行会社窓口等で配布いたします。 

 

（２）５連ポスター  

   福島県観光復興キャンペーン委員会が制作した５連ポスターを全国の主な駅に掲出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＪＲ6社制作ポスター掲出期間（予定） 

掲出期間(予定) ３月 ４月 ５月 ６月 

駅貼り用ポスター 

 

あぶくま洞 

（田村市） 

かしまの一本松 

（南相馬市） 

南湖公園 

（白河市） 

塩屋埼灯台 

（いわき市） 

車内ポスター 

 

 高柴デコ屋敷 

（郡山市） 

大内宿 

（下郷町） 

前沢曲屋集落 

（南会津町） 

 

 安達太良高原 

（二本松市） 

七日町通り 

（会津若松市） 

復興チャレンジグルメ

（相馬市） 

 

 福島の食 福島の温泉  

 

７ キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 

ＪＲの主な駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で、ＤＣ開催地域を目的地とするきっぷまたは旅行

商品等を購入すると貰える引換券付きの専用乗車券袋を、「引換駅」表示のある NEWDAYS またはキヨスク

売店（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券1枚につき「キリンファイア挽きたて微糖（185g 缶）」

または「キリン午後の紅茶ストレートティー（500mlペットボトル）」のいずれか1本と交換いたします。

ただし、ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」「提携販売センター」等で旅行商品を購入された方に限ります。 

※ 引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。 

※ 引換期間は2015年4月1日（水）から6月30日（火）です。 

※ 乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

 

８ ＪＲ東日本の取組み 

別紙１・別紙２をご参照ください。 

 

詳しくは、駅等で配布する「ふくしまデスティネーションキャンペーンガイドブック（福島県観光復興キャン

ペーン委員会発行）」とふくしまＤＣ公式ホームページ(http://dc-fukushima.jp/)をご覧ください。 

（イメージ） 

（イメージ） 



ＪＲ東日本の取組み 

 
１．びゅう商品の設定 

ふくしまＤＣを契機とした地域の皆さまによる観光素材の掘り起こし・磨き上げと連携し、

「花」「食」「温泉」「復興」「歴史・文化」「自然」「ＤＣ特別企画」といった福島の魅力を楽

しんでいただける体験型のご旅行を提案いたします。また、「観光素材」「駅からの接続交通」

「列車の旅」を組み合わせ、東北新幹線と常磐線を軸とした東西に延びる各線区を活用し、

県内各エリアや広域観光ルートを整備し、商品化いたします。 

（１）「福島・会津・いわき」レギュラーパンフレット 

  ＪＲ＋宿泊をベースに観光周遊バス「びゅうばす」やオプショナルプラン等、県内全域の商品を

設定、観光情報も掲載。 

（２）「福島桜めぐり」パンフレット 

  浜通り・中通り・会津と気候が大きく違う県内を東から西へと咲き誇る「桜」を満喫いただく商

品を設定。 

（３）「ふくしまとりっぷ」パンフレット 

  福島の中通りを中心に街歩きや宿泊・レンタカープラン等、周辺観光の魅力とアーバン・ルーラ

ルな商品を設定。 

（４）「とっておき福島」（仮称）パンフレット 

  「フルーティアふくしま」や磐越西線沿線を中心とした「歴史・文化」「自然」のほか、「ＤＣ 

特別企画」とも連動した福島の魅力いっぱいの商品を設定。 

（５）「ゆったりのんびり只見線沿線のたび」（仮称）パンフレット 

  豊かな自然と懐かしい素朴な風景に癒される只見線沿線・奥会津への商品を設定。 

（６）「福島・会津・いわき 日帰りの旅」パンフレット。 

  福島の「温泉」や「食」を気軽に楽しむ日帰り商品を設定。 

（７）「福島復興応援ツアー（いわき・相馬）」パンフレット 

  いわき・相双エリア復興応援ツアーを始め周遊バスで現地を巡るコース等、復興応援商品を設定。 

（８）「イベント・特別列車満喫 常磐線の旅」（仮称）パンフレット 

  ＤＣに合わせて運行する常磐線を中心としたイベント・特別臨時列車を満喫する商品を設定。 

 

【主なびゅう商品パンフレット（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．観光周遊バス「びゅうばす」の設定 

商品化した内容をさらに接続交通で展開いたします。福島県内の周遊観光、広域観光のルー

トとしてご利用いただけます。 

（１）桃源郷「花見山」と日本三大桜「三春滝桜」号（4月 10 日～4月 29 日） 

福島の誇る桃源郷「花見山」と日本三大桜「三春滝桜」を巡り、桜を満喫。 

（２）さくらで乾杯こでらんに号（4月 10 日～4月 29 日） 

花見の季節、ビール園で食を楽しみ「二本松霞ヶ城公園」で桜を堪能。 

別 紙 １ 



（３）宮城・ふくしま「桜の名所めぐり」号（4月10日～4月19日） 

宮城県の桜の名所「白石堤一目千本桜」と福島県の「花見山」を一度に味わう。 

（４）さくら満喫「夏井千本桜」とデコ屋敷号（4月17日～4月29日） 

夏井川の周囲約5㎞に咲く一千本の桜と東洋一の「あぶくま洞」を見学、「高柴デコ屋敷」で絵付け体験。 

（５）白河・会津サクラ巡りと大内宿号（4月 17 日～4月 29 日） 

白河・会津の二城に咲く桜を楽しみ「大内宿」では昔にタイムスリップした景観を散策。 

（６）会津さくらお散歩号（4月 17 日～4月 29 日） 

「石部桜」から「会津鶴ヶ城の桜」や「日中線記念自転車歩行者道しだれ桜」を満喫。 

（７）あぶくまの芝桜とデコ屋敷号（4月 30 日～5月 3日、5月 8日～5月 17 日） 

高原に咲く約 17ha の「ジュピアランドひらた」の芝桜を堪能し、東洋一の「あぶくま洞」を見学、

「高柴デコ屋敷」で絵付け体験。 

（８）健康祈願！会津ころり三観音ご朱印号 

（4月 3日～6月 21 日の金土日と 4月 29 日、6月 25 日～6月 30 日） 

東北のお伊勢さま「開成山大神宮」から「会津ころり三観音」のご朱印集めの旅。 

（９）幕末動乱の会津・白河二城巡りと大内宿号（5月 8日～6月 28 日の金土日） 

戊辰戦争の地、白河と会津の歴史を巡り、人気の「大内宿」を散策。 

（10）磐梯・吾妻自然散策号（5月9日～6月28日の金土日、5月25日～5月28日） 

磐梯吾妻スカイラインから裏磐梯や「五色沼」等、福島の自然を巡る。 

（11）復興応援！いわきの復興にかける想いを感じる旅！号 

（4月 4日～6月 28 日の土日祝、4月 27～28 日・30 日、5月 1日） 

福島県唯一の国宝建造物「白水阿弥陀堂」を見学後、海の幸を堪能し復興に向け頑張る姿に触れる。 

（12）復興応援！松川浦チャレンジグルメと復興祈願！号（4月4日～6月28日の土日、除く5月 2～3日） 

松川浦の復興企画「チャレンジグルメ」を堪能し、防潮林で唯一残った「一本松」等を巡る。 

 

３．駅からハイキング・小さな旅 

地域と連携した駅から始まる手軽なウォーキングにより、それぞれの地域の魅力や観光ス

ポットをお楽しみいただけます。ＤＣ期間中は合計 77 コースを設定予定となります。  

・駅からハイキング 47コース  

・駅長オススメの小さな旅・旅行プラン 30コース  

 

４．列車の新しい魅力 

（１）「上野東京ライン」の開業 

「上野東京ライン」開業（3月 14 日（土））に伴い、常磐線が東京駅・ 
品川駅に乗り入れることで、乗り換えの解消による所要時間の短縮など、 
特に東京南部・西部や神奈川エリアからの浜通りエリアへのアクセスが 
飛躍的に向上いたします。 

（２）磐越西線の新しい魅力「フルーティアふくしま」 

4 月 25 日（土）、“のってたのしい列車”走るカフェ「フルーティアふくしま」が磐越西線（郡

山～会津若松間）にデビューいたします。 

（３）東北新幹線「やまびこ」での福島の「食・酒」の提供 

ＤＣ期間中に、東北新幹線「やまびこ」の一部列車では、福 

  島地産品限定の車内販売ワゴン（ＤＣ専用ワゴン）を搭載い 

  たします。福島を代表する「食・酒」を満載し、福島の「味」 

  による列車の旅を提案いたします。 

 
５．キャンペーン・イベント等 
（１）首都圏等での取組み 

① 地域と連携した首都圏での観光 PR や産直市等の開催（開催予定、時期未定） 
・上野駅  福島産直市  

「フルーティアふくしま」
（イメージ） 



・大宮駅  福島産直市 
・のもの上野店  福島のもの 
・のもの秋葉原店 福島のもの 
※「のもの」とは東日本の各地域の食を中心に地域の魅力を紹介する地産品ショップです。 
② 東京ステーションシティ運営協議会「東京駅 まるごとふくしまフェア」（4月10日～4月26日予定） 
・東京駅の各施設の飲食・物販店にて、福島の食材を使用したメニュー・商品の提供 
・東京駅 動輪の広場で物産展・観光PRイベントの開催 等 
③ 日本ホテルグループ「産地と技の饗宴 福が満開 福島フェア」（4月 1日～5月 31 日） 
ホテルメトロポリタン（池袋）、ホテルメトロポリタンエドモント、ホテルメトロポリタン丸
の内およびホテルメトロポリタン高崎の4ホテルにて、福島の高品質な農林水産物と豊かな観
光資源を首都圏で情報発信することを目的としたレストランフェアを実施。 
④ エキュート「ふくしまＤＣ×エキュートキャンペーン」（4月 13 日～26 日） 
・各ショップで福島の素材、福島ブランドを使用した商品を開発・販売 
・エキュート大宮・品川・立川・日暮里・東京・上野・品川サウス・赤羽の 8館にて開催 
⑤ マーチエキュートイベント（4月 25 日～26 日） 
マーチエキュート神田万世橋にて、福島を体験できるイベントを開催 
⑥ ビューカード 
・「ビューカードを使ってふくしまへ行こう！キャンペーン」（仮称）（3月 5日～31 日） 
オートチャージご利用額 1万円を 1口として、キャンペーンにエントリーいただいたビューカ
ード会員の中から、ふくしまＤＣエリアへの日帰り旅行をプレゼント。（合計20組40名様） 

・「ふくしまＤＣ連動キャンペーン！」（仮称）（4月 1日～6月 30 日） 
カードご利用額1万円を1口として、キャンペーンにエントリーいただいたビューカード会員
の中から、抽選で合計1,000名様にふくしまへの旅行や名産品等、素敵な賞品をプレゼント。 

 
（２）福島県内での取組み 

① ＤＣ企画駅弁の販売 
・「ふくしま花実山べんとう」（新発売） 
・「こおりやま小旅ごはん」（新発売） 
・「浜街道潮目の駅弁」（新発売） 
・「小原庄助べんとう」（リニューアル） 
・「相馬野馬追弁当」 （リニューアル） 
② 「福が満開、福のしま。×Suica 電子マネーキャンペーン」（4月 1日～6月 30 日） 
ふくしまＤＣ期間中に福島県内及び水戸駅の対象店舗等にて、Suica 等交通系電子マネー
を使って 1回 500 円（税込）以上お買い物をされたお客さまに「福みくじ」をプレゼント。
さらに抽選で 2,000 名様に Suica のペンギンオリジナルグッズや福島県の特産品等の素敵
な賞品をプレゼント。 
③ ビューカードのご利用で特典がいっぱい！（4月 1日～6月 30 日） 
キャンペーン期間中、ふくしまＤＣエリアの対象店舗においてビューカードをご利用いた
だくと、おトクなサービスをご用意します。 
④ 福島駅エキナカ店舗開業 
・<東口駅改札外> 福島名物円盤餃子「餃子の照井」と「おみやげ処ふくしま」を新規にオ

ープンし、福島の食と地産品の魅力を情報発信します。 
・<新幹線改札内> カフェ新規オープンのほかそば屋・弁当売店をリニューアルしました。 
⑤ 駅レンタカー「抽選でステーショナリーセットプレゼント」 
駅レンタカーでは、福島県内にある営業所でご利用いただいた全てのお客さまを対象に、
抽選でオリジナルメモ帳とペンのステーショナリーセットをプレゼントします。 
さらに、駅レンタカー会津若松営業所では、地元会津のマスコットキャラクター「あかべ
ぇ」とコラボしたレンタカーを限定 2台でご用意しています。 
 

６．ふくしまＤＣにおける他企業とのタイアップ 
（１）「ふくしまＤＣ応援プロジェクト」の実施（6月1日～6月15日） 

「ふくしまＤＣ」に合わせて、旅行会社と連携して「ふくしまＤＣ応援プロジェクト」と銘
打って、期間中の後半 6月 1日より 15 日までの 2週間、福島県内向けの旅行商品を設定し

ＤＣ企画駅弁
（イメージ）



集中送客キャンペーンを実施する予定です。 
（２）「ふくしまミュージック花火2015」の開催 （5月30日 福島市あづま総合運動公園） 

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社は「ふくしまＤＣ」に合せて、音楽に合わせて花火が
打ち上がる、音と花火のスペクタルショー「ふくしまミュージック花火 2015」を開催します。
花火と音楽を融合し、体感型ミュージックアトラクションで福島の空を飾ります。 

（３）株式会社やまやとの連携（4月 1日～6月 30 日） 
東日本エリアのやまや 166 店舗にて、福島県産商材の特設売場の設置、ふくしまＤＣと連動
した装飾の実施。 

（４）チムニー株式会社との連携（4月 1日～6月 30 日） 
全国のチムニーグループ店舗のうち約 600 店舗にて、大人の休日倶楽部会員向けに、事前予
約とお支払い時のカード提示によりお食事代 10％OFF ご優待。 

 
７．大人の休日倶楽部の展開 
「大人の休日倶楽部趣味の会フェスティバル in ふくしま」を開催 （4月1日、2日）  

（１）発表系講座 ・福島駅東口「こむこむ館」１階わいわいホールにて発表 （4月1日） 
 ・鶴ヶ城（会津若松市）にて発表 （4月2日） 

（２）座学系講座 ・蓮笑庵（田村市）等で、植物画・旅の絵手紙・水墨画等の講座を開催  
（4月1日、2日） 

 
８．宣伝展開・装飾 
（１）大人の休日倶楽部ポスター（JR 東日本エリア内の主な駅に掲出） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）JR 東日本エリア内の駅の主な装飾 

駅ポスター、ミニのぼり旗、フラッグ等 
（３）首都圏主要駅での主な装飾 

観光ディスプレイ、大型フラッグ、柱巻等 
（４）福島県内の駅の主な装飾 
 ・県内主要駅において駅装飾を実施 
 ・県内各駅の駅名標リニューアル 
 
（５）駅舎リニューアル 
   
 
  
 
 
 
 
（６）車両ラッピング 
 ・常磐線、磐越東線、磐越西線（予定） 
 ・各車両にＤＣや観光素材のロゴをラッピング 
 ・運行期間 4 月頃～6月頃予定 
 
 
９．ＪＲ東日本グループのおもてなし      
（１）福島県内の JR 東日本およびグループ会社の社員等が「福が満開、福のしま。」缶バッジ・

エンブレムを着用。 
（２）東北新幹線「やまびこ」の一部車内アテンダントが「ふくしまＤＣ」デザインのエプロン

を着用。 

松平家の歴史篇（イメージ） 鶴ヶ城の桜篇（イメージ） 

駅名標 

（イメージ） 

常磐線ラッピング（イメージ） 
※1号車と 10 号車を予定 

駅装飾（イメージ） 

のぼり旗・フラッグ（イメージ） 

湯本駅（イメージ） 



走るカフェ 「フルーティアふくしま」  ４月 25 日（土） いよいよデビュー！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 運転計画 

（１）列車名称  「フルーティアふくしま」 

（２）運転区間  磐越西線 郡山～会津若松間 

（３）運転開始日 2015 年４月 25 日（土） 

（４）運 転 日  2015 年６月までの運転日は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）運転時刻  以下の時刻にて運転します。なお、「フルーティアふくしま」は定期列車と連

結して運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 発売方法  全ての座席を「スイーツセット」付の旅行商品として発売します。きっぷの

みの発売はいたしません。 

別 紙 ２ 

○ 福島県における観光流動の拡大を図る取組みの一環としてＪＲ東日本では、「ふくしまデ

スティネーションキャンペーン」に合わせて、福島県産フルーツなどを使用したスイーツ

やくつろぎの時間をお楽しみいただける「走るカフェ」をコンセプトとした新たな列車「フ

ルーティアふくしま」の運転を、磐越西線 郡山～会津若松間でスタートします。 

○ このたび、デビュー日が４月 25 日（土）に決まりました。また、６月までの運転計画や

座席の発売方法、車内サービスの概要なども決まりましたのでお知らせします。 

○ 「フルーティアふくしま」の車内でお客さまにお楽しみいただくスイーツは、ふくしまで

人気のフルーツタルトショップ「ルヴェルジェ」を運営する㈱青木商店（本部：福島県郡

山市）がプロデュースします。 

○ 福島の旅の新しい魅力、「フルーティアふくしま」にご期待ください。 

・・・「フルーティアふくしま」の運転日 

郡  山   磐梯熱海   猪 苗 代   磐 梯 町   会津若松 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

2015年４月 2015年５月 2015年６月

※2015 年７月以降の運転日については、別途お知らせします。

＜フルーティアふくしま １号＞  9:40 発  10:54 着 

 11:07 発  12:09 着 

 13:54 着  12:43 発 

 15:06 発  16:20 着 

 9:57 発 10:23 発 10:38 発 

11:54 発 11:35 発 11:20 発 

13:02 発 13:23 発 13:38 発 

16:04 発 15:39 発 15:22 発 

※主な駅の発着時刻を記載しています。※１号及び４号は普通列車、２号及び３号は快速列車として運転します。 

※上記の列車時刻は、2015 年２月２日（月）現在の時刻を掲載しています。最終的な列車時刻は、2015 年２月 25 日（水）発売予定の 

「ＪＲ時刻表３月号」でお知らせします。 

＜フルーティアふくしま ２号＞ 

＜フルーティアふくしま ３号＞ 

＜フルーティアふくしま ４号＞ 

郡山駅で乗継ぎが便利な新幹線 【東京方面から】 やまびこ 205 号（郡山駅 9:23 着）、【仙台方面から】 やまびこ 128 号（郡山駅 9:29 着） 
           やまびこ 127 号（郡山駅 9:32 着） 

【東京方面へ】 やまびこ 138 号（郡山駅 12:30 発）、【仙台方面へ】 やまびこ 135 号（郡山駅 12:19 発） 

【東京方面から】 やまびこ 135 号（郡山駅 12:18 着）、【仙台方面から】 やまびこ 138 号（郡山駅 12:29 着） 
                                             やまびこ 212 号（郡山駅 12:36 着） 

【東京方面へ】 やまびこ 146 号（郡山駅 16:30 発）、【仙台方面へ】 やまびこ 57 号（郡山駅 17:02 発） 
やまびこ 216 号（郡山駅 16:39 発） 

 

郡山駅で乗継ぎが便利な新幹線 

郡山駅で乗継ぎが便利な新幹線 

郡山駅で乗継ぎが便利な新幹線 



２ 車   両 

（１）車両の愛称「フルーティア（FruiTea）」 

車内で堪能していただくオリジナルスイーツに使う「FRUIT（果物）」と、この列車の基本

コンセプトである「カフェ」をイメージさせる「TEA（お茶）」を組み合わせて命名しました。 

（２）エクステリアデザイン 

赤瓦や黒漆喰壁、また明治大正時代の西洋モダンが織り

なす沿線の独特な街並みや、雄大な自然との調和を表現し

ています。また、建築外板に使用されるような質感表現を

車両デザインに取り入れ、新しいイメージを創出します。 

（３）インテリアデザイン 

明治大正時代の近代建築や会津塗のもつ豊かな質感を

基本としてデザインし、くつろぎのひとときを提供します。 

① カフェカウンター車両（１号車） 

    車両全長にわたる大きく伸びやかなカウンターが優雅  

な鉄道の旅を演出し、また自由に利用できるカウンター   

席を設定することで、車内での多彩な過ごし方を提供し 

ます。 

② 座席車両（２号車） 

車窓を眺めながらスイーツや会話をゆったりと楽しめる座席やテーブルの配置とし、お客

さまに優雅な旅の時間を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号車 

２号車 

← 郡  山 

会津若松 →

※エクステリアデザインやインテリアデザイン、車内設備図などについては現在検討中のイメージです。実際のものとは異なる場合があります。 

ボックスシート（２人掛け） ボックスシート（４人掛け） １人掛けシート 



 
 
 
 

３ 車内サービス（カフェサービス） 

（１）スイーツセット 

   「フルーティアふくしま」では、車内サービスを担当するアテンダントが乗車し、「福島県

産フルーツなどを使用したオリジナルスイーツ（２品）」とドリンク類をセットにした「スイ

ーツセット」をご提供します。 

  ① オリジナルスイーツ 

    ・福島県産フルーツなどを使用したタルトやケーキ

といったオリジナルスイーツをご用意します。 

・スイーツは、ふくしまで人気のフルーツタルトショ

ップ「ルヴェルジェ」などを展開する株式会社青木

商店（本部：福島県郡山市）がプロデュースします。 

・スイーツメニューは、それぞれのフルーツの旬な

どを勘案して時期に応じて変更する予定です。具

体的なメニューは、別途お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ドリンク類 

・ホットコーヒー（お一人様１杯）、フルーツジュース（お一人様１本）、アイスティー、ア

イスコーヒーをご用意します。アイスティー・アイスコーヒーは、カフェカウンターに設

置するドリンクバーにておかわりができます。 

・フルーツジュースは福島県産品を使用したものをご用意します。ドリンクでも福島県の味

をお楽しみください。 

  ③ そ の 他 

    ・「フルーティアふくしま」へのご乗車記念として、乗車証明書（ご乗車記念カード）を進

呈します。 

（２）カフェカウンターでの販売 

   「スイーツセット」のほかにも福島スイーツを楽しみたいお客さまやアルコールをご要望

のお客さまにお応えするため、カフェカウンターでは、福島県内のお菓子やアルコールなど

を厳選して、「スイーツセット」とは別に販売します。 

 

４ 旅行商品 

（１）概  要 

「フルーティアふくしま」をご利用いただく旅行商品には、ご乗車に必要なきっぷのほか、

「スイーツセット」が含まれています。※きっぷのみの発売はいたしません。 

（２）設定期間 

2015 年４月 25 日（土）～６月 28 日（日）の「フルーティアふくしま」運転日 
※2015 年７月以降の設定については、決まり次第別途お知らせします。 

（３）発売開始日 

2015 年３月 16 日（月）予定 

 【株式会社 青木商店 （本部：福島県郡山市）】 

1924 年の創業以来、熟度にこだわり、厳選した栄養たっぷりのフルーツを多く

の人々にお届けしている。長い経験で培ってきた知識と技術を駆使し、フルーツ

専門店［フルーツショップ青木］、フルーツジュース専門店［果汁工房 果琳］［フ

ルーツバー AOKI］［V２&M］、フルーツタルト＆カフェ［ルヴェルジェ］などを展開。

さまざまなスタイルでフルーツのおいしさと感動を伝えながら、“フルーツ文化創

造企業”を目指す。 

※この写真はイメージであり、実際に車内でご提供する 
商品とは異なります。 



５ そ の 他 

 ・「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（2015 年４月１日～2015 年６月 30 日）期間中

限定で、「フルーティアふくしま」にご乗車いただいたお客さまに、ご乗車の思い出としてお

持ち帰りいただける「福島県内で製作したオリジナルの木製フォーク・プレートセット」「福

島県産杉を使用したオリジナルコースター」をもれなく進呈します。 

 

 

 

 

 

 

 ・オリジナルスイーツやフルーツジュースなど車内でお楽しみいただく具体的なメニューや、

旅行商品の詳細（各コースの内容・旅行代金など）については、３月上旬以降にお知らせす

る予定です。 

 

 

 

 

※「オリジナル木製フォーク・プレートセット」「オリジナルコースター」の画像はイメージです。実際のものとは仕様などが異なる場合があります。 
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