2021 年 10 月 26 日
株式会社八幡平ＤＭＯ
株式会社びゅうﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

株式会社八幡平ＤＭＯと株式会社びゅうトラベルサービスは
八幡平エリアでの連携事業に取り組んでいます
株式会社八幡平ＤＭＯ（本社：岩手県八幡平市、代表取締役 CEO：畑めい子、以下「八幡平ＤＭＯ」
）
、
株式会社びゅうトラベルサービス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：森崎鉄郎、以下「びゅうト
ラベルサービス」
）は、令和３年度観光庁事業に採択された２事業を通して、八幡平エリアの知名度、ブ
ランド力の向上と当該エリアへの誘客促進を行っています。
是非この機会に、旅行商品や関連商品等をご利用いただき、岩手県・八幡平の魅力を体感してくださ
い。旅行商品では各観光庁事業の支援金を活用し参加していただきやすい価格設定のモニターツアーも
ご用意しております。
八幡平ＤＭＯとびゅうトラベルサービスは今回の取組みをきっかけとし、継続的な連携を深めてまい
ります。今後の取組みにご期待ください。
１． 令和３年度 観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」
本事業は、岩手・八幡平の「食」に焦点を当て、食材そのものを楽しむことはもちろんのこと、生
産者とオンラインで繋がる、実際に現地を訪ねる等、岩手県ならではの食のブランディングと共に、
顧客と地域の永続的な繋がり、リピーター創出を目的とした実証事業です。モニターツアー(団体
型)では、岩手県内の一流シェフとコラボレーションしたスペシャルな「ガストロノミーメニュー」
をご提供いたしました。今後は、現地シェフや生産者と交流するオンラインイベントや、ご自宅で
も岩手の美食をお楽しみいただける「いわてローカルガストロノミーＢＯＸ」も販売予定です。
（１)オンラインイベント概要（実施：八幡平ＤＭＯ）
岩手県内のシェフとオンラインで繋ぎ、交流を行いながらいわて食材の魅力に迫るオンラインイ
ベントを実施します（全２回）
。ご参加されるお客さまには、イベント前にいわて食材のキットを送
付し、実際に食材を調理し味わいながら参加いただくことも可能です。
【第１回】
（終了済み）
〇テーマ：地元シェフが絶賛の「いわて短角牛」の魅力に迫る
〇出演：
「filo」中村昌シェフ、いわて短角牛生産者
〇日時：2021 年 10 月 17 日（日）16:00～18:00※イベント終了後に録画データをご覧いただけます
〇価格：
「食材キット」付プラン：9,800 円（税込/送料込）、視聴のみ：無料
〇募集人員：20 名、参加者：7 名
※食材キットは 10 月 31 日まで JREMALL「*and trip.オンラインショップ（https://www.jreastmall
com/shop/c/cH3/）
」にて発売中）

【第２回】
〇出演：
「おのひづめ」菅田シェフ ほか
〇日時等詳細は決定次第 HP 上にアップいたします。
〇オンラインイベント詳細
「日本の旅、鉄道の旅」HP 内 https://www.jrview-travel.com/content/sp/iwate/
(２)いわてローカルガストロノミーＢＯＸ概要
ご自宅でも、岩手・八幡平の美食を簡単に作ってお楽しみいただける、
「いわてローカルガストロ
ノミーＢＯＸ（ミールキット）
」を 1 月以降に JRE MALL にて販売開始予定です。本ＢＯＸは、モニ
ターツアーでもガストロノミーメニューを監修いただいた「Ristorante SHIKAZAWA」の鹿澤靖幸シ
ェフに監修いただきます。販売に先立ち、9 月 13 日（月）に食の専門家 6 名による試食会を実施
し、ＢＯＸへのアドバイス等をいただきました。

試食会の様子（東京都新宿区「K,D,C,,,」
）

「ジオラマ」（写真左）、
「塩の道」
（写真右）

(３)【終了済】モニターツアー概要（旅行企画実施：びゅうトラベルサービス）
①ツアー名：1 日限りの特別運行！「TOHOKU EMOTION」美食ランチと共に愉しむ岩手の魅力
“いわて果実”の生産者を訪ねて（10 月 11 日～13 日催行）
〇八戸駅～久慈駅を走行する TOHOKU EMOTION の車内にて、
「ホテルメトロポリタン盛岡」総料理長 髙橋均シェフ監修の
美食ランチをご提供。
〇２日目のディナーは「おのひづめ」菅田幹郎シェフ監修の
メニューで岩手の魅力を堪能いただきました。
〇りんご収穫体験、シャインマスカット収穫体験にも参加いただきました。
〇募集人員 20 名、参加者 18 名
②ツアー名：1 日限りの特別運行！「TOHOKU EMOTION」いわて果実のスイーツと三陸鉄道
“食材の宝庫”いわて満喫の旅（10 月 9 日～10 月 11 日催行）
〇「ホテルメトロポリタン盛岡」総料理長 狩野美紀雄シェフ監修の
いわて短角牛を使用したディナーをご提供。
〇「久慈駅～八戸駅を走行する「TOHOKU EMOTION」の車内にて、
「ホテルメトロポリタン盛岡」シェフパティシエ 熊谷崇氏監修の
いわて果実のスイーツをご提供。
〇ワイナリー見学や夏秋いちごの収穫体験もお楽しみいただきました。
〇募集人員 20 名、参加者 18 名

③ツアー名：新スポット「ノーザングランデ八幡平」で短角牛を食す

いわて食材堪能ディナー

紅葉の八幡平 魅力満喫２日間（10 月 1 日～2 日および 10 月 23 日～24 日催行）

〇夕食は「filo」中村昌シェフ監修のディナー（10/1 発）
、
「Ristorante SHIKAZAWA」鹿澤靖幸シェフ監修のディナー
（10/23 発）をご提供。
〇短角牛の牧場見学の他、松川渓谷等の観光スポットへも立寄り。
〇募集人員：20 名、
〇参加者：10/1 出発 20 名、10/23 出発 20 名予定（※10/20 現在）

２． 令和３年度 観光庁「既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」
本事業は、八幡平温泉郷で中核施設となる「ノーザングランデ八幡平」と地域文化を継承するペン
ション群が連携して、オスピタリタ・ディフーザ（※）に取り組み、街が変容していく様子を現地
で体感いただく事業です。鉄道コンテンツや八幡平エリアの観光に加え、この取組みの事業説明会
及び現地視察に参加いただくモニターツアーを実施しております。また冬季イベントの実施により、
八幡平温泉郷エリアの新たな魅力づけを行い、リピーター創出や長期滞在へ関心を持っていただけ
るような内容となっております。
（※）レセプション、飲食、カフェ、バーを持つ施設を中心に半径 1km 以内の宿泊施設と連携し、
地域一帯をホテルのように見立てておもてなしを行う取組み。現在はペンション群の改修工事を行
っており、実際にペンションにお泊りいただけるのは 2022 年 1 月以降となります。
（１） モニターツアー概要（旅行企画実施：びゅうトラベルサービス）
①[募集中のツアー]
【個人型旅行】JR 付き 八幡平マウンテンホテル宿泊
〇設定日：
（1 泊 2 日限定）2021 年 10 月 10 日（日）～2021 年 12 月 24 日（金）
※出発除外日 11 月 23 日（火）～12 月 17 日（金）
（2 泊 3 日限定）2021 年 10 月 10 日（日）～2021 年 12 月 23 日（木）
※出発除外日 11 月 22 日（月）～12 月 17 日（金）
（3 泊 4 日限定）2021 年 10 月 10 日（日）～2021 年 12 月 22 日（水）
※出発除外日 11 月 21 日（日）～12 月 17 日（金）
〇旅行代金：1 泊 2 日 24,900 円、2 泊 3 日 34,900 円、3 泊 4 日 44,900 円
※1 室利用 2～5 名
〇ツアーのポイント：オスピタリタ・ディフーザ視察とノーザングランデ八幡平での美食ディナー
をお楽しみいただけます。
②[募集終了のツアー]
【ツアー名】：祝！花輪線全線開通 90 周年！この日限りの特別列車
未来への八幡平を学び「紅葉の八幡平」と「花輪線 90 周年記念号」（10 月 16 日～
10 月 17 日催行）
〇荒屋新町駅で扇形機関庫・転車台の特別見学をお楽しみいただける他、花輪線 90 周年記念コー
スター・サボ風プレートのプレゼントが付いています。
〇募集人員 20 名、参加者 19 名
【ツアー名】
：八幡平の新スポット「ノーザングランデ八幡平」で味わう岩手の美食ランチ
カシオペア紀行で行く 八幡平の「新しいおもてなし」体験ツアーと宮沢賢治ゆかり
の地花巻（11 月 13 日～11 月 15 日催行予定）

〇宮沢賢治記念館やワイナリー見学の他ノーザングランデ八幡平での美食ランチをお楽しみいただ
けます。
〇募集人員 25 名
【ツアー名】：八幡平の新スポット「ノーザングランデ八幡平」で味わう岩手の美食ランチ
カシオペア紀行で行く 八幡平の「新しいおもてなし」体験ツアーと小岩井農場重要
文化財巡り（11 月 13 日～11 月 15 日催行予定）
〇小岩井農場や焼走り熔岩流見学のほかに、ノーザングランデ八幡平での美食ランチをお楽しみい
ただけます。
〇募集人員 22 名
【ツアー名】：滞在中の移動はジェイアールバス東北「イーストブルー」で快適に！
カシオペア紀行（スイート・デラックス客室）で行く八幡平の「新しいおもてなし」体
験ツアー「ノーザングランデ八幡平」で味わう岩手の美食ディナー（11 月 13 日（土）
11 月 15 日催行予定）
〇JR 東日本のクルーズトレイン TRAIN SUITE 四季島の旅でも利用されているバス「イーストブルー
を使用する他、ノーザングランデ八幡平での美食ディナーをお楽しみいただけます。
〇募集人員 16 名
※冬季にも本事業に関するモニターツアーの実施を予定しております。決定次第「日本の旅、鉄道の
旅」ホームページでご案内予定です。
（２）ノーザングランデ八幡平冬季イベント概要
ノーザングランデ八幡平周辺のライトアップイベントを 2021 年 12 月上旬～2022 年 2 月下旬の期
間、14：00～16：00 に開催致します。ノーザングランデ八幡平にはバーカウンターやキッチンカーも
設置し、滞在中のお客様に八幡平をより楽しんでいただける内容となっております。
※日時、詳細については現在調整中のため決まり次第以下ノーザングランデ八幡平ホームページにて
ご案内いたします。
ノーザングランデ八幡平ホームページ：https://n-grande.com/
（３）八幡平オスピタリタ・ディフーザ お問合せセンターの設置概要
専用コールセンターを設置し、お客様への現地施設の案内やイベント、交通案内等を行います。
電話番号：03-6231-7034（平日 9:30～18:00 土日祝 9:30～17:30）
（４）八幡平ファンクラブづくり概要
モニターツアー参加者を中心に「八幡平ファンクラブ」への登録を呼びかけます。ファンクラブ
では「オスピタリタ・ディフーザ」を中心とした八幡平エリアに関するメールマガジン発信等を行
っていきます。
３.モニターツアーお申込み方法
【団体型】インターネット予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」、びゅうプラザ、大人の休日予約センター
（お電話）での申し込みが可能です。
・
「日本の旅、鉄道の旅」https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/
・大人の休日予約センター 0570-0107-39（IP・ひかり電話からは 03-3841-0121）
（営業時間：平日 9:30～18:00、土・日・祝 9:30～17:30）

【個人型】インターネット予約サイト「びゅうトラベル」、びゅうプラザ、びゅう予約センター（お電話）
でのお申込みが可能です。
・https://www.jre-travel.com/
・びゅう予約センター 03-3841-0242（営業時間：月～土曜（祝日含む）10:00～17：30※日曜・年末年
始休業）
各施設などのコロナウイルス感染防止対策
株式会社びゅうトラベルサービスは、お客さまに安心で快適なご旅行をお楽しみいただける
ように様々な取組みをしております。詳しくは各社 HP をご覧ください。
■びゅうトラベルサービスの取組み：https://www.jrview-travel.com/content/sp/newnomal/

