
 

                              

 

 

2021年 7月 29日 

全日本空輸株式会社 

一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）東北支部 

仙台国際空港株式会社 

九州産交ツーリズム株式会社 

熊本国際空港株式会社 

三井不動産株式会社                                               

 

～宮城県と熊本県の創造的復興のすがたを届ける「エールの交換」～ 

熊本-仙台を結ぶ「震災復興チャーターツアー」を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全日本空輸株式会社（所在：東京都港区、代表取締役社長 平子裕志）、一般社団法

人 日本旅行業協会（JATA）東北支部（所在：宮城県仙台市青葉区、支部長 村上晃

史）、仙台国際空港株式会社（所在：宮城県名取市、代表取締役 鳥羽明門）、九州

産交ツーリズム株式会社（所在：熊本県熊本市中央区、代表取締役社長 塩本仁美）、

熊本国際空港株式会社（所在：熊本県上益城郡益城町、代表取締役社長 新原昇

平）、三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長 菰田正信）は、

熊本と宮城の創造的復興のすがたを届けることに賛同する民間各社が協力し合い、

宮城県・熊本県 協力のもと、2021 年 10 月 9 日（土）～2021 年 10 月 12 日（火）に両

県を結ぶチャーターツアー旅行を共同企画し、2021年 8月 2日より、順次販売を開始

いたします。（発売日につきましては、各旅行会社へお問い合わせください） 

 

⚫ 2011年の東日本大震災から 10年、2016年熊本地震から 5年、宮城県・熊本県協力の 

もと、10月 9日～10月 12日に両県を結ぶチャーターツアーを実施致します。 

⚫ 熊本・東北の創造的復興のすがたを発信するとともに、熊本県・宮城県の相互交流を深め

ることを目的とします。 

・ 

共同リリース 



本取り組みは、震災復興の発信のみならず、新型コロナウイルスにより低迷する両

県の観光需要・航空需要の促進の一助となることも企図しております。また、航空会

社・旅行会社・空港運営会社で連携し、徹底的な感染症対策のもと、熊本県・宮城県

の皆様に「安全安心な旅」をお届けし、両県の創造的復興に貢献してまいります。 

 

「熊本-仙台を結ぶ『震災復興チャーターツアー』概要」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 2021年 10月 9日（土）～2021年 10月 12日（火） 

定員（座席数） 熊本発 → 仙台行き：166名 

仙台発 → 熊本行き：166名 

ツアー内容 【熊本発 → 仙台行き】 

⚫ コース A プロが選ぶ日本のホテル旅館 100選と 

5つ星の宿に泊まる東北 3県周遊 4日間 

⚫ コース B 人気の 2大ロケ地気仙沼・三陸海岸と 

世界遺産中尊寺・松島 4日間 

⚫ コース C 北は青森から南は仙台まで 

東北ベストルート 4日間 

⚫ コース D 熊本城おもてなし武将隊加藤清正公とめぐる 

加藤家ゆかりの地・庄内と城下町米沢 4日間 

【仙台発 → 熊本行き】 

⚫ コース A 熊本県内の名所スポット＆世界遺産＆震災遺構 

をめぐる 熊本県内周遊４日間 

⚫ コース B 熊本・宮崎・鹿児島 南九州３県名所めぐり＆ 

阿蘇・霧島温泉を満喫する 4日間 

⚫ コースC 大分、熊本の人気スポット＆阿蘇、黒川、湯布院、 

山鹿温泉めぐり 4日間 



⚫ コース D 長崎、熊本の世界遺産めぐり＆山・海を望む名湯 

阿蘇、雲仙島原温泉を満喫する 4日間 

⚫ コース E  熊本満喫フリープラン 4日間 

旅行企画・実施 熊本発 → 仙台行き 

九州産交ツーリズム株式会社、株式会社ツアー・ウェーブ 

仙台発 → 熊本行き  

  株式会社 JTB、株式会社近畿日本ツーリスト東北、株式会社 

日本旅行東北、名鉄観光サービス株式会社、株式会社ツア 

ー・ウェーブ、株式会社阪急交通社、河北新報トラベル、 

株式会社エイチ・アイ・エス、宮交観光サービス株式会社、 

福島交通観光株式会社 

共同企画 全日本空輸株式会社、日本旅行業協会（JATA）東北支部、 

仙台国際空港株式会社、九州産交ツーリズム株式会社、   

熊本国際空港株式会社、三井不動産株式会社 

＜ツアーのポイント＞（行先はコースにより異なります） 

◆熊本発 → 仙台行き 

➢ 仙台市荒浜小学校、いわて TSUNAMI メモリアル等をはじめとする震災遺構で

は、語り部ガイドが当時の様子や東北の今をご説明いたします。 

➢ 今年世界文化遺産登録を決定した、三内丸山遺跡や話題のロケ地気仙沼、久

慈をはじめとする東北の名所や定番の中尊寺・松島もご案内いたします。 

➢ 「5 つ星の宿」や「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」に選ばれた名宿もご

用意。各地の郷土料理を堪能し、名湯でごゆっくりおくつろぎください。 

   

 

 

 

 

震災遺構 仙台市立荒浜小学校 青葉城址 日本三景 松島 

◆仙台発 → 熊本行き 

➢ 旧東海大学阿蘇キャンパス、新阿蘇大橋、阿蘇神社、復興のシンボル熊本城

をはじめとする震災遺構の見学、バスガイド（一部語り部ガイド）から震災当時

の様子、現状をご説明いたします。 

➢ 阿蘇、天草、山鹿をはじめとする熊本の名所・人気スポット巡り、グルメ体験。 

➢ 熊本県内はもちろん、南九州（鹿児島、宮崎）、長崎、大分と足を延ばして九州

の見どころもご案内いたします。また、九州各地の名湯温泉宿、熊本市内を代

表するホテルをご用意しております。 



   

 

 

 

 

公開再開した熊本城天守閣 新阿蘇大橋 草千里 

 

＜本ツアーに関するお問い合わせ＞ 

◆熊本発 → 仙台行き 

1. 九州産交トラベルカウンター（サクラマチクマモト２階） 

電話番号/096-325-3535 

営業時間/10:00～17:00 定休日:水･土･日 

 

2. 株式会社 ツアー・ウェーブ九州営業所 

電話番号/092-686-8686 

営業時間/10:00～16:00 定休日水・土・日・祝 

 

◆仙台発 → 熊本行き 

（JATA東北支部又は下記旅行企画・実施会社へお問い合わせください） 

一般社団法人 日本旅行業協会（JATA) 東北支部  

電話番号/022-221-2322  

営業時間/09:30～17:30(月～金) 定休日：土・日・祝 

【旅行企画・実施会社】※営業時間はお電話や各社ホームページなどでご確認ください。 

1. 会社名：株式会社 JTB 

電話番号：022-711-8850 

 

2. 会社名：株式会社近畿日本ツーリスト東北 仙台営業所 

電話番号：022-221-4525 

 

3. 会社名：株式会社日本旅行東北 

電話番号：022-266-0071  

 

4. 会社名：名鉄観光サービス株式会社 仙台支店 

電話番号：022-227-3611 

 

 

 



5. 会社名：株式会社ツアー・ウェーブ仙台営業所 

電話番号：022-212-1919 

 

6. 会社名：株式会社阪急交通社 仙台支店 

電話番号：0570-02-8989 

 

7. 会社名 河北新報トラベル 

電話番号：022-211-6960 

 

8. 会社名：株式会社エイチ・アイ・エス 東北・北海道・新潟事業部  

東北新潟営業グループ  

電話番号：022-217-8222 

 

9. 会社名：宮交観光サービス株式会社 

電話番号：022-298-7793 

 

10. 会社名：福島交通観光株式会社 

電話番号：024-531-8950 

 

本ツアーにおける新型コロナウイルス感染対策について 

 

■熊本空港・仙台空港における対策 

保安検査場前へのサーモグラフィーの設置、体調不良者に対する検温の実施 

自動チェックイン機等、自動化（無人化）機器の導入 

保安検査場等、旅客の列が生じる箇所における離隔距離確保 

お客様の手の触れる箇所の消毒の徹底 

空港内の事業所に勤務する従業員等を対象とする職域接種の実施 

 

■航空機内における対策（ANA Care Promise） 

客室乗務員はマスク、手袋（一部ゴーグル）を着用 

機内の定期的な消毒の実施 

ご希望の方にアルコールシートのご提供 

機内サービスの一部を休止または簡素化しています 

機内の換気を徹底（約 3分で機内の空気がすべて入れ替わります） 

機内トイレの衛生環境を整備 

ANA Care Promiseの詳細はこちら 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/


■旅ナカにおける対策 

お客様および添乗員、乗務員の健康状態の確認や検温などを実施  

密閉・密集・密接を回避する旅行を提供  

感染防止対策が徹底されていることを事前調査し、安心してご利用い

ただける施設・運輸機関を利用。貸し切りバスは、抗菌 ・抗ウイルスコ

ーティング施行済  

接触部分の定期的な消毒や適切な場所への消毒液等の設置、接触機会の削減

を実施 

マスクの着用や他者との距離の確保、飛沫拡散機会の削減を実施 

 

関係各社 会社概要 

 

■全日本空輸株式会社 会社概要 

 

会社名 全日本空輸株式会社 

所在地 東京都港区東新橋 1丁目 5番 2号 汐留シティセンター 

代表者 代表取締役社長 平子裕志 

発足 2012年 4月 2日 

URL https://www.ana.co.jp/ 

 

■一般社団法人日本旅行業協会(JATA)東北支部 会社概要 

 

会社名 一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)東北支部 

所在地 宮城県仙台市青葉区本町 2丁目 9-8 日宝本町ビル 5階 

代表者 支部長 村上 晃史 

設立 1959年 6月 10日 

URL http://www.jata-net.or.jp/ 

 

■仙台国際空港株式会社 会社概要 

 

会社名 仙台国際空港株式会社 

所在地 宮城県名取市下増田字南原無番地 

代表者 代表取締役 鳥羽明門 

設立 2015年 11月 2日 

URL https://www.sendai-airport.co.jp/ 



■九州産交ツーリズム株式会社 会社概要 

 

会社名 九州産交ツーリズム株式会社 

所在地 熊本県熊本市中央区花畑町 4番 3号 太陽生命熊本ビル 9階 

代表者 代表取締役社長 塩本仁美 

設立 2006年 4月 1日 

URL https://www.kyusanko.co.jp/ryoko_top/ 

 

■熊本国際空港株式会社 会社概要 

 

会社名 熊本国際空港株式会社 

所在地 熊本県上益城郡益城町大字小谷 1802番地の 2 

代表者 代表取締役社長 新原昇平 

設立 2019年 4月 26日 

URL https://www.kumamoto-airport.co.jp/ 

 

■三井不動産株式会社 会社概要 

 

会社名 三井不動産株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋室町 2丁目 1番 1号 

代表者 代表取締役社長 菰田正信 

設立 1941年 7月 15日 

URL https://www.mitsuifudosan.co.jp/ 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

全日本空輸株式会社 熊本支店 TEL050-3756-7126 

                                                         以上 

 


