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少しずつ春の陽気を感じる季節になってきました。4月か
らはいよいよふくしまDCが開催となります。直前の発行とな
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ります今月号のキビタン観光通信は、会津特集。4月から実
施のDC特別企画をご紹介しています。
DC準備情報もイベントや企画、パンフレットや周遊プラ
ンの作成など、幅広い情報を掲載しております。ぜひ、
ご覧
下さい。

今月のの
今月

「

情報

DCとは…県や市町村、観光関係者等と

JRグループ6社が協力して展開する国内
最大規模の観光キャンペーン「デスティ
ネーションキャンペーン」のことです。

2015年4月1日～6月30日

」

DC 開催まで、あと 1 ヶ月！

キビタン観光通信では「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に向け、
県内のDC準備情報を発信しています。

過去最大規模の１６０名以上が首都圏で観光ＰＲ！

ふくしまDC直前首都圏観光キャラバン 2/5㈭▶2/6㈮
4月から始まるふくしまDCに向けて、160人以上の規模で首都圏観光

キャラバンを実施し、
DC開催の告知及び春の観光の魅力をPRしました。

当日は、
あいにくの雪模様となり一部でPRを中止せざるを得ない状況とな

りましたが、翌日は荒天を吹き飛ばし、福島県の観光キャラバンとしては過去

最大規模の人数で首都圏の多くのお客様にふくしまの魅力をお伝えしまし

た。

雨にも負けず行いました！

福が満開、福のしま。フェア 2/7㈯▶2/8㈰

DC担当者会議
を開催 2/16㈪
ふくしまDCの事業やスケジ

ふくしまDC直前首都圏観光キャラバンに引き続き、

2/7～2/8には東京有楽町駅において、福が満開、福のし

ュールを説明し、年度初日から

町駅前にはたくさんの人の往来があり、県内で出店した

るため、県内の市町村や観光団

のキャンペーンを円滑に開始す

ま。フェアを開催しました。多くのイベントが行われる有楽

体等の関係者を対象に担当者

各ブースには福島県の情報を知りたい方や、名産品をお

会議を開催しました。

買い求めの方が訪れていました。

東北・隣県にふくしまDC開催をPR！

DC特別三大周遊企画、開始！

東北・隣県キャラバン 2/24㈫▶2/25㈬
東北地方や隣県の方に、
ふくしまDCの開催と福島県の魅

ふくしまDC開催を前に、ついに三大周遊企画の残り二つ

力を広く知って頂くために、
東北地方・隣県キャラバンを実施し

の企画が開始となります。1月9日から始まっている「福が満

ックを始め、
参加団体の観光パンフレットを一般のお客様に配

わせて3つの周遊企画を是非お楽しみください。3種類のパ

ました。
東北・隣県の主要駅において、
ふくしまDC総合ガイドブ

開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーン2015」と合

布しました。

ンフレットを持って、福島県の旅を楽しみませんか？

また、
福島県に対する応援や観光地へのメッセージを寄せ

リアル宝探しイベントin福島「コードF-5」3/20㈮▶9/27㈰

コードF-5は、
過去4回で延べ210,000人が参加。
県内30エリアのどこかに隠され
た宝箱を探す謎解き宝探しゲーム。
宝箱の発見者には豪華賞品が当たります。

書きしていただき、
多くの方から温かいお言葉を頂戴しました。

花の王国ふくしまキビタンフラワースタンプラリー2015 3/21㈯▶6/30㈫
前回11,000人以上が参加。
県内218の花の名所を巡って、
スタンプを集めるとス
タンプ数に応じて抽選で1,111名に県産品等があたるスタンプラリー企画です。

①平成27年2月24日㈫
②平成27年2月25日㈬

各イベントの
パンフレットは、
県内高速道路SA・PA、
道の駅、観光案内所で
入手することができます。

JR盛岡駅、JR新潟駅、JR秋田駅
JR山形駅、JR水戸駅、JR仙台駅
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D C お もてなし情 報

郡山市

「郡山じゃらん」で楽都旅
3月下旬から配布開始

郡山市

女子旅、親子旅、大人旅など、旅行スタイルに合わせた郡山
周遊コースを郡山市とじゃらんがプロデュース。
着地型ガイドブックとして最適な一冊となっています。ふく
しまDC関連イベント情報なども掲載！

郡山市と楽天トラベルがタイアッ
プして観光誘客キャンペーンを開催。
WEBサイトでは郡山の魅力をギュッ
と詰め込んだ特集ページのほか、DC
直前の3/28には楽天スタッフが巡る
郡山旅行記をご紹介します。
また、郡山市内の宿泊割引（一部
施設を除く）に使用できる「郡山サン
キュークーポン（3,900円）」も発行！お
得な宿泊プランもありますので、ぜひ
ご利用ください。
詳しくはこちらへアクセス ▼
http://travel.rakuten.co.jp/
movement/fukushima/201503/

問 郡山市観光課 ☎ 024-924-2621
パンフレット入手先：観光案内所（郡山駅、磐梯熱海駅）、
市内宿泊施設など

須賀川市

楽都郡山×楽天
3/2㈪～
春の楽都 こおりやま旅キャンペーン

問 郡山市観光課

須賀川の物産展
3/20㈮▶3/22㈰

南会津町

☎ 024-924-2621

JR新白河駅から観光タクシーでめぐる
南会津楽々♪ぶらり旅

4月～6月のふくしまDC期間限定、観光タクシーでめぐる
南会津ぶらり旅が始まります。
南会津の豊かな自然を満喫できます。

DC本番に向けた「須賀川の魅力を発信」特別企画として、
東京（日本橋ふくしま館）にて須賀川市職員及び観光推進員・
牡丹キャンペーンクルー1名にて須賀川の観光PRを実施しま
す。また、M78星雲光の国との姉妹都市提携記念グッズ及び
特産品を販売し須賀川の魅力を発信いたします。

▲プランイメージ画像
◀パンフレット

問 須賀川市観光交流課

町の新たな観光パンフレット
「じぶんいろ。」が完成！

問 西会津町商工観光課 ☎ 0241-45-2213
パンフレット入手先（予定）
：道の駅、会津管内の観光施設・
西会津町、
にしあいづ観光交流協会のホームページからも
ダウンロードできます。

ラクラク巡ろう！
！西会津町 6月まで
観光タクシー周遊プランができました！

2次交通対策として、
タクシーによる町内周遊プランを実施
中。大山祇神社や鳥追観音、西会津国際芸術村などをお得な
料金で周遊できる。
（要事前予約）
プラン1 歴史＆霊地巡り
（1人2,000円～）
野沢駅→鳥追観音→大山祇神社→ふるさと自慢館
→道の駅→ロータスイン
（温泉入浴）
→野沢駅

が

プラン2 アート＆霊地巡り
（1人2,000円～）

ぬ

野沢駅→西会津国際芸術村→鳥追観音→大山祇神社
→道の駅→ロータスイン
（温泉入浴）→野沢駅

！
り絵

プラン3 会津ころり三観音巡り（1人3,750円～）

紙

DCに合わせて、町の観光パンフ
レットを刷新。パワースポット、郷
土学、自然体験、
アート、
トレッキン
グなどジャンル別に西会津町の旅
の楽しみ方を提案する構成で、西
会津町の魅力たっぷりのパンフレ
ットに仕上がりました。
タイトル「じぶんいろ。」は、観光
客の旅のスタイルを「色」に見立て
、自分の色に合った旅が見つけら
れるという意味を込めたもので、
今後町のPRツールとしての活躍が
期待されています。

西会津町

野沢駅→鳥追観音→大山祇神社→立木観音→中田観音
→野沢駅又は会津若松駅

裏表

西会津町

問 みなみやま観光㈱ ☎ 0241-62-2250
パンフレット入手先：南会津町商工観光課、
みなみやま観光㈱

☎ 0248-88-9144

問 にしあいづ観光交流協会 ☎ 0241-45-2213
パンフレット入手先：道の駅、会津管内の観光施設・西会津町、にしあいづ観光交流協会の
ホームページからもダウンロードできます。
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ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

お もて な し

人

キーワードは
「サムライシティ会津」！
会津若松市 観光商工部 観光課
観光振興グループ
主査

田中

健太郎さん

DC特別企画・鶴ヶ城天守閣再建50周年記念

鶴ヶ城天守閣リニューアルオープン 2015.4.1
会津エリア

鶴ヶ城天守閣（会津若松市）

会津のシンボル鶴ヶ城天守閣は、今年で再建50周年を迎

※画像は全てイメージです。

えます。そこで記念行事の目玉として、天守閣博物館の展示
を全面的にリニューアルいたします。

リニューアルの概要としては、塩蔵～5層までのフロアごと

に明確な位置づけを行い、会津武士道・スピリットのルーツ
を辿る展示を行います。1層～3層には、サムライシティ会津
の顔として、会津若松の歴史をテーマごと・時代ごとに俯瞰

できる「サムライコア」と名付けたコーナーを新たに設置し、
映像技術を駆使して分かりやすくご紹介します。サムライコ

アだけでも会津若松の歴史の流れがわかる展示となってお
り、5ヵ国語（日・英・台・中・韓）対応となっているので外国の
方が見ても楽しめます。また、新たに「白虎隊シアター」
「会津

戦争シアター」を設け、会津藩の藩校「日新館」での教育や会

津戦争に至る過程から終結までをコンパクトに解説します。
常設展示の見どころは、かつて鶴ヶ城に伝来した南蛮屏

リニューアル後の

風「泰西王侯 騎馬図屏風（たいせいおうこうきばずびょう
ぶ）」
（重要文化財）のグラフィックレプリカです。こちらの南
蛮屏風は「静」と「動」の一双からなっていましたが、戊辰戦

争の開城の際に分けられ、現在はサントリー美術館と神戸市
博物館にそれぞれ分蔵されています。

今回のリニューアルでは、バラバラになった一双の屏風が、

塩蔵
一層

鶴ヶ城の歴史と城下の解説及び企画展示スペース・
サムライコア
「よみがえる鶴ヶ城」
と
「会津絵図を歩く」

二層

領主の変遷と国づくり・白虎隊シアター・
サムライコア
「城主の変遷」

三層
四層

再び鶴ヶ城で一同に常設展示される貴重な機会となってい

ます。その他、歴代領主の兜を一挙展示するなど、盛りだくさ
んの内容です。会津の武家文化と歴代領主が築き上げたお

展示内容を公開！

塩の道をたどりながら石垣の実物展示

幕末の動乱と会津・会津戦争シアター・
サムライコア
「幕末の会津」
先人の紹介・休憩スペース

五層 城下町展望

平成27年度 企画展・特集展示の予定

城の歴史を基本コンセプトに、
「 サムライシティ会津」をより
身近に分かりやすく体感できる施設となりますので、皆さま
是非お越しください。

場 会津若松市追手町1-1
時 8：30～17：00
■
■
（年中無休）
問 鶴ヶ城／一般財団法人会津若松観光ビューロー ☎ 0242-27-4005

3/28㈯～6/30㈫

特集展示「城下絵図展」…若松城下の変遷を俯瞰で紹介

7/4日㈯～9/7㈪

特集展示
「会津の為政者たち」
江戸時代、会津を治めた松平家を中心に

9/12㈯～11/3㈫

企画展
「蒲生氏郷」
鶴ヶ城、若松の城下町を築いた稀代の戦国武将

※記念品進呈

4/1㈬～

有料入場者先着1万名様に記念品を進呈します
（なくなり次第終了） ※9/12㈯～も実施予定

鶴ヶ城プロジェクションマッピングはるか2015

あかべこものがたり

入場無料

3/19木 ～22日 ※各日5回

月明かりの鶴ヶ城に赤べこ伝説が浮かび上がります。
真っ白な お城いっぱいに広がるのは、花や鳥が描く色鮮やかな世界。
赤べこが運んでくる美しい会津若松の情景と、福島・東北への想いを
込めた桜「はるか」
が、少し早い春の訪れを告げます。
WEBページによる完全事前申込制（先着順）

❶18：15～ ❷18：55～ ❸19：35～ ❹20：15～ ❺20：55～
ⓒ SAKURA PROJECT / NHK ENTERPRISES / KODUE HIBINO
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入場申込みはこちらから http://www.fukushimasakura.jp/tsurugajo/
※当日は渋滞することが想定されますので、公共交通機関をご利用ください
問 一般財団法人会津若松観光ビューローコールセンター ☎ 0242-23-8000

ふくしまDCをみんなで盛り上げよう！

蔵馬車に乗って、降りて、
ぶらり歩いて、
また乗って。
蔵のまち喜多方を心ゆくまで、
ご堪能ください！
お もて な し

人

DC特別企画
喜多方の名物 蔵馬車が復活
会津エリア

ふくしま DC 喜多方推進委員会（喜多方市）

喜多方市では震災後中断していた蔵馬車が昨年より復活。

復活に取り組んだふくしまＤＣ喜多方推進委員会の樟山淳一さんにお話を伺いました。

蔵馬車 3つ のコースを紹介！

ふくしまDC喜多方推進委員会

くぬぎやま じゅんいち

樟山 淳一さん

午前の部

喜多方駅前出発 片道コース

（樟山珈琲店）

震災後、中断に追い込まれていた蔵馬車は、喜多方のシ

ンボリックな観光素材、駅からまちなかの見どころへの二

喜多方駅
乗車

笹屋旅館前
下車

笹屋旅館前
乗車

馬車の駅
下車

10：30

10：45

12：00

12：30

ふれあい通り散策（1時間15分）

次交通手段として、昨年のプレDCより復活しました。

※希望者には、蔵のまちガイドによる観光案内もおこなっています。

昨年の復活では、マイカー日帰りのお客様が多い喜多

方において、もっと深く喜多方の良さを知って頂くため、蔵

馬車の行程にまち歩きを組み込み、より周遊して楽しむこ

とができる内容としました。所要時間入りのお勧めコース

大和川酒造

を載せた携帯サイズのマップも作成し、周遊性の強化につ
なげていきたいと考えています。

午後の部

動物相手の事業ゆえ大変な面もありましたが、
「自分が

幼い頃乗った蔵馬車に子供を乗せたい」
「実際に乗ってみ
たら、楽しむことができた」など、お客様から嬉しい声が寄
せられました。また、これをきっかけに地元での仲間の輪

が広がり、今後の地域づくりへの大きなステップとなりま

喜多方ラーメン

【散策スポット】
大和川酒造
ラーメン神社など

馬車の駅出発 片道コース

馬車の駅
集合

馬車の駅
乗車

喜多方駅
下車

13：30

14：45

15：30

おたづき蔵通り散策（1時間15分）

した。

※希望者には、蔵のまちガイドによる観光案内もおこなっています。

正式運行となる今年は、コース増や搭乗特典の充実も

図りさらにパワーアップします！ 普段は見学できない隠

れキャラ的な蔵も限定公開する予定です。
「蔵馬車＋ぶら

【散策スポット】
酒蔵、味噌蔵
など

り」で喜多方の良さをゆったりと堪能してください。喜多方
の旅“満足”コースとしていかがでしょうか！
観光問い合わせ：喜多方観光物産協会

ても
とっ 得！
お
搭乗特典

☎ 0241-24-5200

お昼の部

馬車の駅

馬車の駅出発 周回コース

馬車の駅
乗車

地域一丸
ガッツで
頑張ります！

金忠・豆◦

12：45

※途中降車はできません。

馬車の駅
下車

【順路】月見橋→まこと食堂→喜多方市役所横
→会津喜多方ラーメン館→幸橋→馬車の駅

13：30

❶普段見れない蔵を限定公開!!
❷蔵のまちガイドによる観光案内
（午前・午後の部希望者）
❸お土産ラーメンプレゼント
（往復券購入者）
❹市内お土産店・飲食店などで使える
お得なクーポン券付き
❺まちなか巡りマッププレゼント
「蔵のまち喜多方 まちなかぐるりマップ」
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期間

4/4㈯～6/28㈰の土・日・祝日のみ運行！
（馬の体調等による運休あり）

料金

片道券

大人…¥1,500

小学生以下…¥1,000

往復券

大人…¥2,500

小学生以下…¥1,500

予約

蔵の街観光センター ☎ 0241-24-4111

収容人数に限りがあるため、団体の場合は前日までの予約をお勧めします。
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3/8まで

福島市

第8回飯野つるし雛まつり

つるし飾りとは、昔から女児のすこやかな成長と幸せを願って、古
布（和布）やハギレなどで、一つ一つの形を作り飾るものです。それぞ
れに縁起の良い意味や、作る人の想いが込められています。
飯野町では子どものすこやかな成長を願いながら「町の活性化」
「古布のリサイクル」
「文化の伝承」につながればという想いでオール
飯野体制でつるし雛まつりを開催しています。

3/10まで
桑折町

桑折宿雛まつり～スマイル オブ ハピネス～

桑折宿雛まつりは「スマイル オブ ハピネス」と称して、5つの拠点（桑
折御蔵、桑折御蔵第二、まゆたま、こころ館、JR桑折駅）を中心に雛人
形を展示いたします。“街道が結ぶ絆と文化に逢える雛まつり”として、
ご来場の皆さまに工夫を凝らした「おもてなし」をいたします。

問 飯野つるし雛まつり実行委員会 ☎ 080-2830-6013
飯野町商工会 ☎ 024-562-2115

時 10：00～15：00
場 桑折宿奥州羽州街道沿い
■
（桑折町中央商店街） ■
問 桑折町商工会 ☎ 024-582-2474

3/15

福島市

3/21

第14回 飯坂温泉太鼓まつり

飯坂温泉に春を告げる、
太鼓まつりが開催。
今年の目玉はなんと言っても、
太鼓芸能集団・
鼓童さん。
刮目してその演奏を聴くべし！宿泊
パックもご用意しております。

全席
自由席

前売券
当日券

大 人
大 人
小 人
身障者

2,000円
2,500円
1,000円
1,000円

「小野新町駅停車場の景」大正4年開業当時の写真

場 パルセいいざか 開場…9：00 開演…10：00
■
問 飯坂温泉太鼓祭り実行委員会 ☎ 024-542-4241

会津若松市

小野新町駅開業100年記念

町の玄関口の1つである
「JR小野新町駅」は、大
正4年３月21日に開業しました。今年、開業から
100年を迎えることから、JR小野新町駅や関係機
関と連携し、
イベントを行います。

宿泊パック参加旅館など、詳細は
http://www.iizaka.com/pdf2/taiko14.pdf をご覧下さい。

3/21・22

小野町

場 小野新町駅構内及び駅前広場など 問 小野町企画商工課
■

会津三匹獅子舞（小松彼岸獅子）

民俗芸能の良さと大切さを

約370年の歴史を誇る小松彼岸獅子舞は、
遅い春を告げる会津の風物詩として親しまれ
ています。
毎年春彼岸には、ご先祖の供養と家内安全、
五穀豊穣を祈願し各家々を廻り、その賑やかな
お囃子と勇壮な踊りは間近に迫った春の訪れ
を感じさせます。
これまで「小松彼岸獅子舞」を継承してきた
先人の思いと努力が込められた舞を是非ご覧
ください。

更に多くの方々に知っていただ
けるよう芸に磨きをかけ、
後世に伝えて
行く責任を

果たしたいと

考えています。

いわき市

常磐共同火力
（株）
勿来発電所の河津桜

3月中旬

いわき市

白鳥温泉 杜のおやど・喜楽苑
敷地内に梅の木が約80本あり、例年3月中旬
頃まで観梅できる。2月24日現在5分咲き。

東日本大震災の影響により一時は塩
害が心配されましたが、翌年無事に開花
いたしました。木々の下には菜の花もあ
り、青空の下、ピンクと黄色のコラボレー
ションはとても美しい光景です。早咲き
で知られる
「河津桜」。特有の濃いピンク
の花が見頃を迎えると、いわきにも春が
訪れます。
問 常磐共同火力㈱勿来発電所

小松獅子保存会

会長 鈴木 利栄 さん

場 3/21…13：00生協本町店前 13：40 市役所本庁舎前
■
14：10 神明通りリオンドール前 14：40 信金駅前支店駐車場内
その他市内各所
問 小松獅子保存会 鈴木 ☎ 090-7936-8355

3月中旬～下旬

☎ 0247-72-6939

いわき市

梅林寺

常磐水野谷町にある梅林寺。名前の通り梅
のお寺にしようと毎年梅を植えているという。
現在は紅梅・白梅合わせて約120本。秋には
ヒガンバナも美しい場所。

☎ 0246-77-0211

問（一社）いわき観光まちづくりビューロー ☎ 0246-44-6545
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3/21・22

喜多方市

3/28

第18回会津山都寒晒しそばまつり

飯坂温泉
ミュージックフェスティバル
おと酔いウォーク2015
福島市

「おと酔いウォーク」は、奥州3名湯とし
て名高い飯坂温泉で開催されるミュー
ジックフェスティバル。チケットは飯坂温
泉の入浴券2枚付。温泉街に設けられた
6つのステージを巡りながら音楽と温泉
を心ゆくまで満喫！つまり、身も心も温ま
る最高に贅沢なイベントです。
江戸時代、徳川将軍に献上されていたという、超ぜいたくなそばが
あります。
それが「寒晒しそば」。
どうやって作るかというと、1年で最も
寒さの厳しい大寒の頃に、極寒の渓流にソバの実を浸します。10日ほ
どしたらそれを引き上げ、
さらに20日ほど寒風に晒して自然乾燥させ
ます。
これを製粉してしてそばに打つと、弾けるような食感の、すばら
しいそばができるのです。山都町のそば打ち名人が織りなす極上の
味を是非、
ご賞味ください。

3/28 開場11:00 開演11:30

【出演】 theLOW-ATUS／スネオヘアー／片平里菜／MOROHA／鶴／
太陽族／音速ライン／THEラブ人間／ひとりぼっち秀吉BAND／ave／
飯坂だべしたーず／飯坂太鼓 atc...
場 福島市飯坂温泉6会場 開場…11：00
■
問 U-ONE MUSIC ☎ 024-597-7202

場 山都体育館 入場…10：00～14：00
■
（15：00終了）
問 会津山都寒晒しそばまつり実行委員会
きたかた商工会山都地区センター内 ☎ 0241-38-2254
喜多方市山都総合支所産業課内 ☎ 0241-38-3831

相馬市

開演…11：30

4月～7月
西会津町

4/1

チケット
！
完売御礼

相馬市伝承鎮魂祈念館が開館

わくわくイベントスタンプラリーを実施

町内で4月～7月に開催される14のイベントを巡るイベントスタンプ
ラリーを実施。花、登山、
ウォーキング、
クラシックカーなど多彩なイベン
トが対象。複数のイベントに参加した方には抽選で町の特産品などが
当る。春はイベント満載の西会津へGO！

完成予想図

対象予定イベント

相馬市の原釜地区に建設を進めている
「相馬市伝承鎮魂祈念館」
が
平成27年4月1日に開館します。
この施設は、
相馬市の震災前の原風景や
震災の記録などを、
写真や映像でみることができ、
震災によって失われ
た相馬市の
「原風景」
を後世に残し、
遺族の心の拠所としていくとともに、
震災前の相馬市を知らない人々に、
在りし日の相馬市の姿を伝えていき
ます。
そしてさらに、
震災で得た経験や教訓を決して忘れることなく、
これ
からの時代を担う子どもたちや地域の人たちへと語り継いでいきます。
場 相馬市伝承鎮魂祈念館
■
問 相馬観光復興御案内処

相馬市原釡字大津270番地（笠岩公園）
☎ 0244-26-4848

4/18
カタクリ鑑賞会
6月上旬 安座おとめゆりまつり
4/26
須刈岳山開き
6月中旬 蛍まつり
5/2～7/5 ふくしまの花プロジェクト
6/21
西会津にぎわいまつり
5/3
高陽山へ登ろうよ
7/12
冨士山山開き
5/10
菜の花まつり
5/31
西会津フォルクスワーゲン 7/24～26 いいでの集い
大集合
※各イベントの開催日は予定です。
5/23
心と身体の健康ウォーク （開花状況等により変更となる場合が
in大山
あります）詳しくは町のHPをご覧下さい。
5/31
鏡山山開き
5月下旬 長桜観光ワラビ園オープン
問 西会津町商工観光課

☎ 0241-45-2213

2015.3.14㈯ ダイヤ改正

常磐線が品川駅まで直通運転
「いわき」がより便利に！
JR東日本では、
上野東京ライン開業に伴い、
常磐線は品川駅まで直通運転を
行い、
上野東京ラインによる新しい輸送サービスの提供を中心としたダイヤ改正
を実施します。
常磐線の特急列車名を
「ひたち」
「
、ときわ」
に変更し、
朝・夕夜間帯の一部列車
を除いて、
全74本中44本
（うち
「ひたち」
は30本中28本）
を品川駅発着とし停車駅
も見直します。
このことにより、
上野駅での乗換が解消され、
東京駅・品川駅から

田

いわき

勝

野

2本

戸

13本

水

上

京

川

席に新たな着席サービスを導入します。
また、
いわき駅の特急列車と普通列車の
乗換時間を改善し、
利便性についても向上を図ります。

東

用いただくことを目的として、
従来の指定席・自由席の区分をなくして普通車の全

品

の所要時間の短縮と利便性が向上します。
さらに、
お客様に座ってゆったりご利

速達タイプ「ひたち」

15本

列車時刻は、2 月25 日㈬発売の｢JR時刻表3月号｣でご確認下さい。
※他にいわき駅→品川駅の停車タイプ「ときわ」1本あり
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