
 

 

 

 

                     

                    ２ ０ ２ １ 年 ５ 月 ２ １ 日 

                  Ｊ Ｒ 東 日 本 秋 田 支 社 

Ｊ Ｒ 東 日 本 盛 岡 支 社 

株式会社びゅうトラベルサービス 

 

～日本におけるホップの二大産地「遠野」と「横手」をつなぐ２日間の旅～ 

ホップ号で行くビアツーリズムの旅を販売します！ 

 

 

 

 

 

 

 

１ 商品概要 

⑴ 商品名「遠野ホップ号で行く 遠野ビアツーリズムの旅」 

① 旅行日 

2021年 7月 24日（土）～25日（日） 1泊 2日 

② 旅行代金（大人 1室 2名様利用） 

秋田駅発着：税込 42,700円  大曲・横手駅発着：税込 41,300円  北上駅発着：税込 40,200円 

※上記はおひとり様の代金です。1室 2名様以外のご利用料金等の詳細は、ホームページでご確認ください。 

   ③ 募集人員 

60名様（最少催行人員 40名様） 

※１名様よりお申込みいただけます。なお、お申込みは 20歳以上のお客さまに限らせていただきます。 

※詳細につきましては専用チラシ又はホームページでご確認ください。 

   ④ お申し込み期間 

      2021年 5月 24日（月）14：00 ～ 7月 7日（水）17：30 

      ※募集人員に達しましたら、受付を終了させていただきます。 

   ⑤ お申し込み方法 

  ・電話：大人の休日予約センター東北 

0570-0109-15（平日 9：30～18：00 土休日 9：30～17：30） 

（IP電話・ひかり電話からは 022-222-9709） 

・インターネット：株式会社びゅうトラベルサービスホームページ内「日本の旅、鉄道の旅」 

     https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B0221 

 

 

 

JR東日本秋田支社と盛岡支社では、「よこてホッププロジェクト」と「遠野エリアの地域活性化に関する連携協定」

により、ホップを通じた地域活性化の取組みを行っています。この度、開催中の東北デスティネーションキャンペーン

の企画として、日本におけるホップの二大産地である岩手県遠野市と秋田県横手市をつなぐ「遠野ホップ号で行く 

遠野ビアツーリズムの旅」と「横手ホップ号で行く 横手ビアツーリズムの旅」を販売いたします。ぜひこの機会に遠

野と横手にお越しいただき、日本産ホップの魅力をご堪能ください。 

ビールと遠野パドロン ホップ畑 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B0221


   ⑥ 行程 

日 程 ス ケ ジ ュ ー ル  JR   =====貸切バス（岩手県交通株式会社）    -----徒歩 食 事 

7/24 

（土） 

 

遠野ホップ号（専用列車）      貸切バス 

秋田駅 大曲駅 横手駅 北上駅 遠野駅==                                   
8：46頃発 9：40頃発 10：54頃発 12：15頃発  13：45頃着 

 

===ホップ畑（見学・乾杯）===道の駅遠野風の丘＝＝＝ホテル：あえりあ遠野 
                             （夕食）               19:00頃着 

朝：× 

 

昼：○ 

 

夕：○ 

7/25 

（日） 

       徒歩 

ホテル------とおの物語の館======たかむろ水光園======カッパ淵======伝承園===== 
9:30頃発       9:35頃着                                          （昼食）         
                                                                         
               遠野ホップ号（専用列車） 

===遠野駅 北上駅 横手駅 大曲駅  秋田駅  
      13：39頃発   15：22頃着   17：15頃着   17：46頃着    18：40頃着 

朝：〇 

 

昼：〇 

 

夕：× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑵ 商品名「横手ホップ号で行く 横手ビアツーリズムの旅」 

① 旅行日 

2021年 7月 31日（土）～8月 1日（日） 1泊 2日 

② 旅行代金（大人 1室 1名様利用） 

遠野駅発着：税込 44,500円  北上駅発着：税込 43,400円 

    ③ 募集人員 

60名様（最少催行人員 40名様） 

※１名様よりお申込みいただけます。なお、お申込みは 20歳以上のお客さまに限らせていただきます。 

※詳細につきましては専用チラシ又はホームページでご確認ください。 

④ お申し込み期間 

      2021年 5月 24日（月）14：00 ～ 7月 14日（水）17：30 

      ※募集人員に達しましたら、受付を終了させていただきます。 

⑤ お申し込み方法 

  ・電話：大人の休日予約センター東北 

0570-0109-15（平日 9：30～18：00 土休日 9：30～17：30） 

（IP電話・ひかり電話からは 022-222-9709） 

・インターネット：株式会社びゅうトラベルサービスホームページ内「日本の旅、鉄道の旅」 

 https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B0222 

【バス A】上閉伊酒造===遠野パドロンパーク 

【バス B】遠野パドロンパーク===上閉伊酒造 

ホップ畑 大納川（酒蔵） 

【商品のおすすめポイント】 
 
■「遠野ホップ号」車内では、「秋田のんめもの弁当」と KIRIN「SPRING 

VALLEY（スプリングバレー）豊潤＜496＞」をご提供いたします。 

 ※弁当及びビールはお一人さまにつき１商品ずつとなります。 
 

■「ホップ畑」では、開放感あふれるグリーンカーテンの下、 

地元ブルワリーが醸造したクラフトビールのほか、 

おつまみ野菜の遠野パドロンをお召し上がりいただけます。 
 

■今年４月にリニューアルしたばかりの「道の駅遠野風の丘」で、 

地のものを使用したご夕食をお楽しみください。 
 

■「とおの物語の館」では遠野の歴史に触れ、「たかむろ水光園」では 

自然美や昔懐かしい風景をご覧ください。 

車内提供の弁当とビール 

道の駅遠野風の丘 

たかむろ水光園 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B0222


   ⑥ 行程 

日 程 ス ケ ジ ュ ー ル  JR   =====貸切バス（株式会社羽後交通観光）    -----徒歩 食 事 

7/31 

（土） 

 

横手ホップ号（専用列車）    貸切バス 

遠野駅 北上駅 横手駅==== 
11：23頃発   13：08頃発   14：40頃着 

 

 

===おおもり温泉 さくら荘===ホテル：クォードイン yokote 
                              （夕食：BBQ）               19:30頃着 

朝：× 

 

昼：○ 

 

夕：○ 

8/1 

（日） 

 

ホテル=====増田の蔵めぐり=====増田まんが美術館=====秋田ふるさと村== 
8:30頃発       9：00頃着            10:00頃着             （昼食） 

 

         横手ホップ号（専用列車） 

===横手駅 北上駅 遠野駅 
13:17頃発     14:28頃着       16:07頃着 

朝：〇 

 

昼：〇 

 

夕：× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 使用車両 

HB-E300系「リゾートあすなろ」 

座席はゆったりとしたシートピッチのリクライニングシートが配置されており、側面の大型の窓から開放的な広い

眺望が楽しめます。また、運転台の後ろには展望スペースもあり、腰掛やソファーが設置されています。車内モニ

ターに映し出される前方風景とあわせて、景色を眺めながら快適にお過ごしいただけます。 

※運用上の都合により、使用する車両は変更する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バス A】ホップ畑（見学・乾杯）==大納川（酒蔵見学）==== 

【バス B】大納川（酒蔵見学）==酒米田んぼ（見学・乾杯）== 

【商品のおすすめポイント】 
 
■「横手ホップ号」車内では「いわて おでんせ にぎわい弁当」と 

KIRIN「SPRING VALLEY（スプリングバレー）豊潤＜496＞」をご提供いたします。 

 ※弁当及びビールはお一人さまにつき１商品ずつとなります。 
 
■「ホップ畑」では、横手産ホップ使用のクラフトビールをお楽しみください。 

 地元ホップ農家のガイドで「ホップの毬花」の摘み取り体験もございます。 
 
■美酒王国秋田ならでは「大納川（だいながわ）」の酒蔵見学をはじめ、 

酒米田んぼで日本酒をお楽しみいただけます。 
 
■「おおもり温泉 さくら荘」では、秋田牛や横手豚のバーベキューをはじめ、 

 横手やきそばなど横手ならではのご夕食をお楽しみください。 
 
■「増田の蔵めぐり」では、内蔵や伝統家屋をご覧いただき、情緒漂う景観を 

お楽しみください。 
 
■「増田まんが美術館」は、40 万枚以上の原画を収蔵しています。 

原画の迫力と美しさ、そこに込められた作家の熱量をご覧ください。 

車内提供の弁当とビール 

横手産ホップ使用のクラフトビール 
※画像の商品は昨年発売されたものです。 

増田の蔵 

==酒米田んぼ（見学・乾杯） 

==ホップ畑（見学・乾杯）    

リゾートあすなろ車内 車両外観 



３ 新型コロナウイルス感染拡大予防に関する対応について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止における以下の取組みを行います。 

⑴ 車内の消毒液の常備、座席やテーブルの消毒液を用いた拭き清掃等の実施 

⑵ 空調装置による車内換気 

⑶ アテンダント等のマスク着用、定期的な手洗い、手指の消毒、検温後の勤務等感染対策の徹底 

⑷ 車内放送等によるマスク着用や消毒液を使用した手指の消毒等、感染防止対策の呼びかけ 

 

４ お客さまへのお願い 

・ 体調管理やマスクの着用、消毒液のご利用など、感染症拡大防止の対策にご協力ください。 

・ 国や各自治体からの方針に沿ってご旅行いただくようお願い申し上げます。 

 

※告知内容は新型コロナウイルス感染症拡大防止の事由により予告なく変更となる場合がございます。 

ホームページから最新の情報をご確認ください。 

※画像及びイラストは全てイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

官民連携組織「よこてホッププロジェクト」とは 

 

■「よこてホッププロジェクト」の目指すもの 

 横手市は 1971（昭和 46）年にホップ生産が始まり、2017（平成 29）年には市町村別の生産量で日本一となるなど、日本屈

指のホップ生産地です。本年 2021 年には「ホップ栽培 50 周年」を迎えました。 

しかし一方で、ホップ生産の現場においては、高齢化が進み、生産者および生産量が減少するなど、後継者の確保が急務とな

っております。 

 よこてホッププロジェクトは、次世代のホップ生産モデルの構築と担い手の育成を図るとともに、ホップ産地ならではの魅力

を発揮した産業活性化によって、まちの活気と賑わいを取り戻し、子供たちの郷土愛が醸成され、地域の宝「横手産ホップ」が

継承されていくような「持続可能なホップの郷」を目指しています。 

 

■よこてホッププロジェクト概要 

・設立：2019 年 3 月 

・公式 WEB サイト：https://yokote-hop.com/ 

 公式 Facebook： https://www.facebook.com/yokotebeer 

 

・構成団体 ※2021 年 5 月現在 

  ・大雄ホップ農業協同組合 

  ・YOKOTE HOPPERS（地元民間組織） 

・キリンビール株式会社 

  ・横手市 

 

・よこてホッププロジェクト事務局 

  秋田県横手市旭川 1-3-41 

秋田県平鹿地域振興局１F 横手市農林部内 
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よこてホッププロジェクト ロゴ 

https://yokote-hop.com/
https://www.facebook.com/yokotebeer


 

 

「YOKOTE HOPPERS」とは 

 

■設立背景 

官民連携組織「よこてホッププロジェクト」を 2019 年 3 月に設立し、大雄ホップ農協、民間有志、キリングループ、横手市

の 4 団体で持続可能なホップ生産地“ホップの郷”を目指す取り組みを進めてきました。 

2020 年度からは“ホップの郷”実現に欠かせない産業振興分野を加速する為、民間有志団体「YOKOTE HOPPERS」を設立し、

横手産ホップやビールを通じた地域活性に今まで以上に取り組み、横手市のわくわくする地域づくりに繋げます。 

 

■めざす姿 

横手産ホップやビールを軸に、横手の産業活性化に取り組み、元気と明るさのあふれるわくわくする地域づくり 

 

■主な活動 

ホップ・ビールを軸とした横手の食文化や観光資源の魅力を向上させるため、次の事業を行います。 

⑴ よこてホッププロジェクトの産業振興事業の運営 

⑵ 本組織の目的達成のために必要な事業 

 

■YOKOTE HOPPERS 構成員 

【順不同・敬称略】 

役職 構成員 所属 

代表 首藤 郷 株式会社こめたび 

副代表 山陰 拓也  

 小原 尚弘 よねや商事株式会社  

 岩根 えり子 株式会社デジタル・ウント・メア 

 田畑 晃子 特定非営利活動法人 Yokotter  

 高瀬 貴毅 よこてのわがや 

 田口 義則 東日本旅客鉄道株式会社 秋田支社 

 高橋 雅博 横手商工会議所 

 三國 修 ワイン＆紅茶 Aitio 

 神谷 大介 株式会社アクアス 

 阿部 円香 Hostel＆Bar CAMOSIBA 

 佐藤 卯兵衛 株式会社 秋田県酒類卸 

 鈴木 隆弘 株式会社 羽後麦酒 
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「遠野エリアの地域活性化に関する連携協定」とは 

 

■設立背景 

 JR 東日本グループ（盛岡支社）では地域に根差した企業として、「SL 銀河」の運行や地産品の販路拡大など遠野市と連携・協

力して交流人口拡大に向けて様々な施策に取り組んできました。この協力体制をより強固にするとともに、「ビールの里構想」

に基づき地域活性化活動を進めているキリンビール株式会社とも連携することで、地域産業と観光の振興を図り、「地域を元気

にする」役割を担う目的として、2018 年 6 月に遠野市、キリンビール株式会社、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社で「遠野

エリアの地域活性化に関する連携協定」を締結しました。 

 

■連携事項 

 ⑴ 農林畜産物の生産及びその加工品の製造販売を含む遠野エリアの産業の振興に関すること 

 ⑵ 生産者及び加工者と連携した遠野エリアの観光の振興に関すること 

 ⑶ 遠野駅周辺の集客施設のあり方を検討すること 

 ⑷ 「ビールの里構想」実現に資する施策を推進すること 

 

■ビールの里構想とは 

 日本産ホップの将来にわたる持続的生産体制の確立を通じて地域活性化を目指す遠野市とキリンホールディングス株式会社

が、地元の大切な資産であるホップの魅力を最大限に活用して未来のまちづくりに共に取り組むものです。 2007 年から、遠野

市や市民の皆様との協働がスタートしました。「ホップの里からビールの里へ」を合言葉に、遠野が新しいビール文化を醸成し、

世界に発信していく。そんなワクワクする未来を目指して、地域の皆様と挑戦を続けています。 

 

■これまでのＪＲ盛岡支社での取組み 

 ⑴ ビールイベントに合せた臨時列車の運行（2018 年 8 月、2019 年 8 月） 

「遠野ホップ収穫祭」「全国地ビールフェスティバル in 一関」に合わせ「遠野ホップ収穫祭号」を運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ オリジナルクラフトビールの企画・販売 

① TONO BEER C58 239（2019 年～、上閉伊酒造㈱との連携企画） 

釜石線沿線活性化を目的として、遠野産ホップと釜石線沿線の 

副原料を使用したクラフトビールを企画・発売 

・第 1 弾は遠野産大槌復興米を使用した「GOLDEN ALE」 

・第 2 弾は遠野産小麦を使用した「HAZY IPA」 

・第 3 弾は住田町産イチゴを使用した「STRAWBERRY STOUT」 

② 東北 DC 開催を記念し東北全 6 県のホップを使用した 

「ホップ農家と醸造家が奏でる SESSION IPA」 
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GOLDEN ALE HAZY IPA 

STRAWBERRY STOUT SESSION IPA 


