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「POKÉMON with YOU トレイン 女川・石巻への旅」のご案内
2021年4月より開催中の「東北デスティネーションキャンペーン」に合わせ、東日本大震災からの
復興を応援する「POKÉMON with YOU トレイン」を仙台駅から女川駅間に特別運行します。この列車を
ご家族でも楽しめる旅行商品を設定しましたので、ポケモン魅力満載の旅をお楽しみください。
※「POKÉMON with YOU トレイン」が女川駅に入線するのは、初めてとなります。
１ 商品内容
商品名
出発日・発着地
行程

凡例：→列車 ＝貸切バス
≪Ａコース≫ 「POKÉMON with YOU トレイン」で楽しむ女川への旅
≪Ｂコース≫ 「POKÉMON with YOU トレイン」と石巻震災復興バスの旅
2021 年 8 月 5 日(木) 日帰り
≪Ａコース≫
仙台駅(9:07 発)→［POKÉMON with YOU トレイン］
→女川駅(11:41 着)
・女川駅周辺エリアにて使用可能な 2,000 円分の
ご利用券が付きます（食事・ショッピングで利用可能）

≪Ｂコース≫
仙台駅(8:20 発)→［仙石東北ライン］→石巻駅(9:21 着/9:40 発)＝石巻南浜
津波復興祈念公園・みやぎ東日本大震災津波伝承館【入館無料・語り部案内】
(10:00 頃着/11:00 頃発＝いしのまき元気市場【各自 昼食】(11:10 頃着/13:10
頃発)＝女川駅周辺（13:40 頃着)
女川駅(15:35 発)→［POKÉMON with YOU トレイン］→仙台駅（17:40 着）
募集人員
各コース 46 名(最少催行人員 24 名) 添乗員 1 名
ラプラスシール
旅行代金
おとな（こども）1 名様
※旅行商品には、「ラプラスシール」が付きます
≪Ａコース≫ 仙台駅発 5,000 円（4,200 円）
小牛田駅発 4,800 円（4,100 円）
≪Ｂコース≫ 仙台駅発 7,000 円（6,000 円）
石巻駅発 6,000 円（5,500 円）
食事
なし
申込期間・申込方法 (1)申込期間
2021 年 6 月 25 日(金) 14:00 ～ 7 月 21 日(水) 12:00
(2)申込方法
①インターネット
㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」ホームページの専用
申込フォーム(https://www.jrview-travel.com/)からお申し込みください。
②大人の休日予約センター東北
０５７０－０１０９－１５（ナビダイヤル）
受付時間／【平日】9:30～18:00 【土・日・祝】9:30～17:30
※ＩＰ電話・ひかり電話からは 022-222-9709

③店舗(びゅうプラザ)
びゅうプラザ仙台駅 10：00～17：30 年中無休
びゅうプラザ山形駅 10：00～17：30 日月祝休み
びゅうプラザ福島駅 10：00～17：30 日祝休み
※新型コロナウイルス感染症の影響で臨時の営業時間としています。

※詳しくは、ＪＲ東日本ホームページ
http://www.jreast.co.jp/
びゅうトラベルサービスホームページ http://www.v-travels.co.jp/
をご覧ください。
※おとな 1 名こども 1 名（小学生以下）を含む 2 名様以上でお申込みください。
おとなのみ、または、こどものみでのお申込みはできません。
※小学生未満で座席が必要な場合は、こども料金でお申し込みください。
※おとな２名で小学生未満のお子さまをお連れの場合（お子さまの座席不要の場
合）
、お申し込み時にお伝えください。
※先着順となります。

２ 今回運転する POKÉMON with YOU トレインの概要
⑴ 列車名
POKÉMON with YOU トレイン女川号
⑵ 運転日
2021 年 8 月 5 日(木)
⑶ 運転区間
東北本線・石巻線 仙台駅～女川駅間
⑷ 編成
キハ 100 系 2 両 POKÉMON with YOU トレイン(全車普通車指定席)
⑸ 運転時刻等
(仙台駅発・女川駅行)
出発駅・出発時刻
到着駅・到着時刻
途中乗車駅
仙台 9:07
女川 11:41
小牛田
(女川駅発・仙台駅行)
出発駅・出発時刻
女川 15:35

到着駅・到着時刻
仙台 17:40

途中乗車駅
―

３ イベント企画
⑴ 各駅でのお見送り・お出迎え
・仙台駅
仙台・宮城観光 PR キャラクター「むすび丸」
・女川駅周辺 「ピカチュウ」
みやぎ応援ポケモン「ラプラス」
シーパルちゃん
ピカチュウ
⑵ POKÉMON with YOU トレイン展示
・開催場所
女川駅 １番線ホーム（11 時 50 分～12 時 10 分）
石巻駅 ３番線ホーム（12 時 50 分～13 時 15 分）
・実施内容
車両見学(車内見学不可)
※どなたでもご覧いただけますが、撮影などで駅改札内に入る場合は、
入場券等有効な乗車券類が必要となります。

ラプラス

⑶ ラプラスバルーンについて
女川駅、石巻駅周辺にラプラスバルーンが登場します。
シーパルちゃん

ラプラスバルーン

⑷ 女川おさんぽスタンプラリー
・駅からスタートして女川町を巡るスタンプラリー。
・スタンプを３個以上集めると「ラプラスサイダーク
ールミント」または「なみのりラプラス白石温麺」
のどちらかをプレゼント。
・スタンプ設置箇所及び台紙は当日お渡しします。
※女川駅周辺に引渡し箇所をご用意します。
※旅行商品購入者以外でも参加可能です。
※スタンプラリー実施時間は、11 時～16 時です。
※プレゼントの数に限りがあるため、お渡しできな
い場合もございます。予めご了承ください。

なみのりラプラス白石温麺

ラプラスサイダークールミント

⑸ 車内でのお楽しみ
・記念乗車証をお渡しします。
・ペーパークラフトをお楽しみいただけます。
ペーパークラフト

記念乗車証
４ POKÉMON with YOU トレイン女川号の主な感染症対策
⑴ 車内に手指用消毒液を設置します。プレイルームのご利用前後の手指消毒をお願いします。
⑵ 密を避けるため、プレイルームは、仙台駅～小牛田駅間、小牛田駅～女川駅間を 2 部制とし
てご利用いただきます。
・1 回あたりの入場時間・人数を制限させていただきます。
・利用後にプレイルーム内の消毒を実施します。
⑶ 受付の際、検温にご協力いただきます。
⑷ お客さまに車内でのマスク着用をお願いします。
※その他、車両や駅などの感染症対策については、
ＪＲ東日本ホームページ http://www.jreast.co.jp/をご覧ください。

【POKÉMON with YOU トレイン】
・「POKÉMON with YOU」は、ポケモンを活用した被災地支援活動の総称です。
・「POKÉMON with YOU」の全面協力を受け、東北を中心に活躍するキハ 100 系を改装したもので、2012
年 12 月から運行を開始しました。
・通常は「ポケモントレイン気仙沼号」として大船渡線で運行されています。
・2017 年に車両デザインをリニューアルし、外装、内装とも「ピカチュウ」をイメージとした「黄色」を基調とし
たカラーリングで、「ピカチュウ」が多く描かれているほか、プレイルームには運転台をモチーフにした遊具
や「寝そべりピカチュウ」など、車内外のすべてがフォトスポットです。

1 号車「コミュニケーションシート車両」

2 号車「プレイルーム車両」
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