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１ 商品内容 

花巻駅・新花巻駅～釜石駅間の往路と復路でそれぞれ「ポケモントレイン釜石号」と「SL 銀河」に乗車し、釜

石にご宿泊いただく旅行商品です。また、旅行商品にご参加のお客さまには記念乗車証等をプレゼントいたし

ます。 

 

（１）【ネット限定】往路 SL銀河・復路ポケモントレイン釜石号 首都圏発着コース 

出発日・旅行期間 2022年 7月 16日（土）、9月 17日（土）・1泊 2日 

旅行行程 1日目 東京駅・上野駅・大宮駅発→[東北新幹線・普通車指定席]→新花巻駅→[SL銀河・普通車指

定席]→釜石駅…ホテルフォルクローロ三陸釜石泊 

2日目 ホテルフォルクローロ三陸釜石…釜石駅→[ポケモントレイン釜石号・普通車指定席] 

→新花巻駅→[東北新幹線・普通車指定席]→大宮駅・上野駅・東京駅着 

募集人員 30名（最少催行人数 15名）※添乗員なし 

旅行代金 東京駅発着 1名様 おとな 34,800～38,800円 こども 23,800～24,800円 

食事 1日目 朝：× 昼：× 夜：× 

2日目 朝：〇 昼：× 夜：× 

申込方法・発売日 ㈱JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅，鉄道の旅」サイト限定で発売 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22B2329 

【6月 1日(水) 10:00発売開始】 

 

 

 

JR東日本盛岡支社では、東北エリアへの観光流動の拡大による観光面からの復興支援と地域活性化

を目的として大船渡線一ノ関駅～気仙沼駅間で「POKÉMON with YOUトレイン」を、釜石線花巻駅～釜

石駅間で「SL銀河」を運行しています。この度、「POKÉMON with YOUトレイン」を 2022年 7月 17日

（日）および 9月 18日（日）に快速「ポケモントレイン釜石号」として、釜石線花巻駅～釜石駅間で

運行します。これに合わせ「ポケモントレイン釜石号」と「SL銀河」に乗車し釜石を堪能できる旅行

商品を発売しますので、ぜひこの機会に釜石線の旅をお楽しみください。 

 

「ポケモントレイン釜石号」と「SL銀河」で行く 
 

旅行商品発売のお知らせ 

 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22B2329


（２）【ネット限定】往路ポケモントレイン釜石号・復路 SL銀河 首都圏発着コース 

出発日・旅行期間 2022年 7月 17日（日）、9月 18日（日）・1泊 2日 

旅行行程 1日目 東京駅・上野駅・大宮駅発→[東北新幹線・普通車指定席]→新花巻駅→[ポケモントレイ

ン釜石号・普通車指定席]→釜石駅…ホテルフォルクローロ三陸釜石泊 

2日目 ホテルフォルクローロ三陸釜石…釜石駅→[SL銀河・普通車指定席] 

→新花巻駅→[東北新幹線・普通車指定席]→大宮駅・上野駅・東京駅着 

募集人員 30名（最少催行人数 15名）※添乗員なし 

旅行代金 東京駅発着 1名様 おとな 34,800～38,800円 こども 23,800～24,800円 

食事 1日目 朝：× 昼：× 夜：× 

2日目 朝：〇 昼：× 夜：× 

申込方法・発売日 ㈱JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅，鉄道の旅」サイト限定で発売 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22B2330 

【6月 1日(水) 10:00発売開始】 

 

（３）【ネット限定】往路 SL銀河・復路ポケモントレイン釜石号 現地発着コース 

出発日・旅行期間 2022年 7月 16日（土）、9月 17日（土）・1泊 2日 

旅行行程 1日目 花巻駅→[SL銀河・普通車指定席]→釜石駅…三陸花ホテルはまぎく泊 

2日目 三陸花ホテルはまぎく…釜石駅→[ポケモントレイン釜石号・普通車指定席]→花巻駅着 

募集人員 16名（最少催行人数 8名）※添乗員なし 

旅行代金 花巻駅発着 1名様 おとな 22,300～28,300円 こども 12,000円～14,000円 

食事 1日目 朝：× 昼：× 夜：〇 

2日目 朝：〇 昼：× 夜：× 

申込方法・発売日 ㈱JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅，鉄道の旅」サイト限定で発売 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22H3022 

【6月 1日(水) 10:00発売開始】 

 

（４）【ネット限定】往路ポケモントレイン釜石号・復路 SL銀河 現地発着コース 

出発日・旅行期間 2022年 7月 17日（日）、9月 18日（日）・1泊 2日 

旅行行程 1日目 花巻駅→[ポケモントレイン釜石号・普通車指定席]→釜石駅…三陸花ホテルはまぎく泊 

2日目 三陸花ホテルはまぎく…釜石駅→[SL銀河・普通車指定席]→花巻駅着 

募集人員 16名（最少催行人数 8名）※添乗員なし 

旅行代金 花巻駅発着 1名様 おとな 22,300～28,300円 こども 12,000円～14,000円 

食事 1日目 朝：× 昼：× 夜：〇 

2日目 朝：〇 昼：× 夜：× 

申込方法・発売日 ㈱JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅，鉄道の旅」サイト限定で発売 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22H3023 

【6月 1日(水) 10:00発売開始】 

 

 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22B2330
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22H3022
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=22H3023


２ ポケモントレイン釜石号について 

  （１）列車名 

     ポケモントレイン釜石号 （当旅行商品専用の列車です。） 

  （２）運転日 

     2022 年 7 月 17 日（日）・9 月 18 日（日） 

  （３）運転区間 

     釜石線 花巻駅～釜石駅間 

  （４）編 成 

     キハ 100 系 2 両 POKÉMON with YOU トレイン  

  （５）発着時刻および途中停車駅 
 

発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

花巻 10:44 発 釜石 13:22 着 新花巻・遠野 

釜石 14:49 発 花巻 17:01 着 遠野・新花巻 

  

 （６）車内や釜石駅でのおもてなし 

    ① ご乗車のお客さまには「記念乗車証」を配布するほか、「ピカチュウサンバイザー」を配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ② 7 月 17 日は「POKÉMON with YOU トレイン」と「SL銀河」が釜石駅ホーム 1番線・2番線に並 

びます。また、両列車がホームに並んでいる時間帯に、それぞれの過去のヘッドマークを展示 

    します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ POKÉMON with YOUトレインの主な感染症対策 

（１）車内に手指用消毒液を設置しています。 

・プレイルーム使用前後の手指消毒をお願いします。 

（２）密を避けるためプレイルームを、時間を分けて 2部制で開放します。 

・1回当たりの入場時間・人数を制限し、お客さまを入れ替えてご利用いただきます。 

・各回終了後にプレイルーム内の消毒を実施します。 

（３）乗務前にアテンダントの検温を実施しています。 

記念乗車証 ピカチュウサンバイザー 

POKÉMON with YOUトレイン 

ヘッドマーク（一例） 

SL銀河ヘッドマーク（一例） 



（４）車内換気の強化、お客さまに車内でのマスク着用をお願いしています。 

  ※その他、車両や駅等の感染症対策については、JR東日本ホームページ https://www.jreast.co.jp を

ご覧ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

※ POKÉMON with YOUトレインホームページもご覧ください。http://www.jreast.co.jp/pokemon-train/index.html 

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. GAME FREAK inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

 

※ 画像・イラストは全てイメージです。 

 

 

 

※ 「SL銀河」の運行時刻については、JR東日本のってたのしい列車サイトをご確認ください。 

 https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/galaxysl.html 
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