
 

 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 １ ７ 日 

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス  

 

八戸線で「風っこ やませ号」を運行します 
 

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社と株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、2022年

７月１日～９月 30日に開催する北東北三県大型観光キャンペーン「ドキドキ、キタキタ 北東北」期間

中の 7月 30日、31日に八戸線で「風っこ やませ号」を運行します。 

ぜひ、この機会に、海沿いを走る八戸線で開放的な特別車両「風っこ」をご利用ください。 

 

１ 列 車 名  風っこ やませ号 

 

２ 運 行 日  ２０２２年７月３０日(土)、３１日(日)  各日 1往復 

 

３ 運行区間  JR八戸線 八戸駅～久慈駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【びゅうコースター風っこ 外観】     【びゅうコースター風っこ 車内】 

 

４ 運行時刻・停車駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※６月１７日(金)現在の予定時刻です。今後、変更となる場合があります。 

 

５ 使用車両  びゅうコースター風っこ キハ 48形 2両編成 

 

６ 乗車方法 

   旅行商品限定の団体臨時列車となりますので、専用旅行商品をお買い求めください。 

(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスで発売を予定しております。各旅行商品の詳細について

は別紙をご参照いただくか、(株)JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスにお問い合わせください。 
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７ 感染拡大防止における取組み 

マスク着用、検温、手指消毒等のご協力をお願いします。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(https://www.jreast.co.jp/)をご覧ください。 

 

※ 画像はすべてイメージです。 

※ 内容は新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予告なく変更または中止となる場合があり

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.jreast.co.jp/


 

 

「風っこ やませ号」にご乗車いただける主な旅行商品 

 

１．東北発着の旅行商品について 

(１)．【仙台駅発着】風っこ やませ号で行く 八戸-久慈・三陸鉄道・快速はまゆり 

出発日・旅行期間 2022年 7月 30日(土)・1泊 2日 

旅行行程 1日目 仙台駅発→[東北新幹線はやぶさ 5 号・普通車指定席]→八戸駅→[八戸線風っこ や

ませ号・普通車指定席]→久慈駅→[三陸鉄道・自由席]→浪板海岸駅…三陸花ホテル

はまぎく泊 

2日目 三陸花ホテルはまぎく…浪板海岸駅→[三陸鉄道・自由席]→釜石駅→[釜石線はまゆ

り４号・普通車指定席]→新花巻駅→[東北新幹線やまびこ 62 号・普通車指定席]→

仙台駅着 

募集人員 30名(最少催行人数 20名)※添乗員同行 

旅行代金 仙台駅発着 1名様 おとな 45,000円～51,000円 こども 30,000円～32,000円 

※1室あたりのご利用人数により、代金が異なります。 

食  事 1日目 朝：× 昼：〇 夜：〇 2日目 朝：〇 昼：× 夜：× 

備  考 オリジナル折り畳みクッションをプレゼント 

発売日時 6月 17日(金) 15:00 

申込方法 (株)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 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2090 

 

(２)．【仙台駅発着】風っこ やませ号で行く 八戸-久慈 (仙台駅発着 日帰り) 

出発日・旅行期間 2022年 7月 30日(土)・7月 31日(日)日帰り 

旅行行程 仙台駅発→[東北新幹線はやぶさ 5 号・普通車指定席]→八戸駅→[八戸線風っこ や

ませ号・普通車指定席]→久慈駅…(自由行動)…久慈駅→[八戸線風っこ やませ号・

普通車指定席]→八戸駅→[東北新幹線はやぶさ 42号・普通車指定席]→仙台駅着 

募集人員 各日 30名(最少催行人数 20名)※添乗員同行なし 

旅行代金 仙台駅発着 1名様 おとな 18,500円 こども 10,500円 

食  事 1日目 朝：× 昼：× 夜：× 

備  考 オリジナル折り畳みクッションをプレゼント 

発売日時 6月 17日(金) 15:00 

申込方法 (株)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 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2069 

 

(３)．【八戸駅発着】特別運行 風っこ やませ号 八戸-久慈(八戸駅発着 日帰り） 

出発日・旅行期間 2022年 7月 30日(土)・7月 31日(日)日帰り 

旅行行程 八戸駅→[八戸線風っこ やませ号・普通車指定席]→久慈駅…(自由行動)…久慈駅→

[八戸線風っこ やませ号・普通車指定席]→八戸駅着 

募集人員 2022年 7月 30日(土) 76名(最少催行人数 24名)※添乗員同行なし 

2022年 7月 31日(日) 24名(最少催行人数 8名) ※添乗員同行なし 

旅行代金 八戸駅発着 1名様 おとな 6,500円 こども 5,200円 

食  事 1日目 朝：× 昼：× 夜：× 

備  考 ７月 30日乗車分は道の駅くじやませ土風館の名産品(1,000円相当)引換え券付き 

７月 31日乗車分は JR東日本の NewDays・NewDays KIOSK(一部店舗除く)でのご利用

券付き(1,000円分) 

発売日時 6月 17日(金) 15:00 

申込方法 (株)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 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2089 

別紙 

凡例：列車[→] バス［＝］ 徒歩［…］ 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2090
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2069
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2089


 

 

(４)．【久慈駅発八戸駅着】特別運行 風っこ やませ号(久慈⇒八戸)気軽に片道乗車プラン 

出発日・旅行期間 2022年 7月 31日(日)日帰り 

旅行行程 久慈駅→[八戸線風っこ やませ号・普通車指定席]→八戸駅着 

募集人員 24名(最少催行人数 8名)※添乗員同行なし 

旅行代金 久慈駅発八戸駅着 1名様 おとな 3,900円 こども 3,400円 

食  事 1日目 朝：× 昼：× 夜：× 

備  考 JR東日本の NewDays・NewDays KIOSK(一部店舗除く)でのご利用券付き（1,000円分） 

発売日時 6月 17日(金) 15:00 

申込方法 (株)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 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2091 

※ (１)～(４)の旅行商品は、駅たびコンシェルジュの各店舗窓口や大人の休日予約センター東北

(TEL 0570-0109-15 ※ＩＰ電話・ひかり電話からは 022-222-9709営業時間 9：30～17：30)でもお

申込みいただけます。 

 

２．首都圏発着の旅行商品について 

【上野駅発東京駅着】 

「カシオペア紀行 青森行き」＆特別運転八戸線「風っこ やませ号」乗車 海・山絶景 夏の北東北周遊 

4日間 

出発日・旅行期間 2022年 7月 29日(金)3泊 4日 

旅行行程 1日目 上野駅発→[団体臨時列車カシオペア紀行 青森行き・カシオペアツイン 1 階席又は 

2階席又は車端室]→カシオペア(車中泊) 

2日目 カシオペア→青森駅＝蔦沼…蔦温泉旅館(入浴)＝奥入瀬 森のホテル＝奥入瀬渓流

(散策)＝奥入瀬 森のホテル泊 

3日目 奥入瀬 森のホテル＝八戸駅→[八戸線風っこ やませ号・普通車指定席]→久慈駅＝

北山崎展望台＝浄土ヶ浜パークホテル泊 

4日目 浄土ヶ浜パークホテル＝宮古駅→[三陸鉄道・貸切列車]→鵜住居駅＝宝来館＝新花

巻駅→[東北新幹線・普通車指定席]→東京駅着 

募集人員 25名(最少催行人数 20名)※添乗員同行 

旅行代金 上野駅発東京駅着 1名様 おとな 212,000円～277,000円 

※1室あたりのご利用人数により、代金は異なります。 

食  事 1日目 朝：× 昼：× 夜：〇 2日目 朝：〇 昼：〇 夜：〇 

3日目 朝：〇 昼：〇 夜：〇 4日目 朝：〇 昼：〇 夜：× 

発売日時 発売中 

申込方法 (株)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 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B2169 

※ 首都圏発着の旅行商品は、駅たびコンシェルジュの各店舗窓口や大人の休日予約センター(東京) 

(TEL 0570-0107-39 ※ＩＰ電話・ひかり電話からは 03-3841-0121営業時間 9：30～17：30)でもお

申込みいただけます。 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2091
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B2169

