2019 年 ２ 月 14 日
静岡県大型観光キャンペーン推進協議会
Ｊ Ｒ グ ル ー プ

「静岡デスティネーションキャンペーン」の開催について
静岡県とＪＲグループでは、大型観光キャンペーン「静岡デスティネーションキャンペー
ン（以下、静岡ＤＣ）」を、2019 年４月から６月にかけて開催いたします。静岡県で実施す
るデスティネーションキャンペーンは 19 年ぶり３回目となります。
「アッパレ しずおか元気旅」をキャッチコピーに、食（グルメ）、パワースポット（開
運）、世界遺産の富士山、風景（豊かな自然）、歴史・文化、アクティビティといった切り
口から、静岡県の魅力を存分にお楽しみいただける旅をご提案します。
キャンペーン期間中は、計 23 本の観光列車を運行する他、様々な寺院での特別拝観など、
特別企画も多数ご用意します。この機会に、ぜひ静岡の旅をお楽しみください。

１．キャンペーン期間

2019 年４月１日（月）～６月 30 日（日）

２．実

静岡県大型観光キャンペーン推進協議会

施

主

体

３．キャッチフレーズ・キャンペーンロゴ

「アッパレ しずおか元気旅」
静岡県は、霊峰富士をはじめ、伊豆半島や駿河湾、浜名湖など多彩な自然を有する、
まさに「海と山の風景の画廊」です。
「アッパレ」というシンプルなフレーズと、宝永山を力こぶに見立てた富士山のデザインで、
•温暖で明るいこと
•国内外に誇る素晴らしい多彩な魅力にあふれていること
•訪れた人が気分爽快になったり、ご利益を授かって、元気になれること
を力強く表現しました。
のんびり癒されるもよし、じっくり学ぶもよし、思い切り遊ぶもよし、開運祈願をするもよし。
心も体も元気になれる静岡の旅へ出かけませんか。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

別紙

１．キャンペーンイチオシ企画（詳細な情報はイベントガイドブックなどをご覧ください。）
(１)４人のプロフェッショナルと旅するあなたの知らない富士山
富士山とその周辺を観光しながら、４人のプロが富士山の様々な楽しみ方を教えてくれる
プレミアムな旅を、静岡ＤＣ期間中に２コースに分けて設定します。普段は味わうことが
できない富士山の楽しみ方をご堪能ください。
※旅行商品限定の企画です。詳細内容については、発売旅行会社へお問い合わせください。
※日程により、４人のプロが同等の知見のある方に変更になる可能性があります。
〇御殿場コース１日間
プロは、「富士山世界遺産ガイドのプロ（川口勇雄氏）」、「富士山と
天体のプロ（飯田龍治氏）」「プロの写真家による富士山写真講座（勝亦
裕氏）」「富士山の湧水と蒸留酒のプロ（中川一樹氏）」の４名です。
実施時期：５月：12 日（日）

企画イメージ

６月：２日（日）
・９日（日）・16 日（日）
・23 日（日）・30 日（日）

〇富士宮コース１日間
プロは、
「森林インストラクターのプロ（大澤能孝氏）
」、
「富士山の歴史と文化のプロ（渡
井一信氏）」
「富士山湧水を使ったドリンクのプロ（會森隆介氏）
」
「富士山のインスタのプ
ロ（中野美保子氏）」の４名です。
実施時期：４月：７日（日）・14 日（日）
・20 日（土）・28 日（日）
５月：５日（日・祝）・12 日（日）
・18 日（土）
・26 日（日）
６月：２日（日）
・９日（日）・15 日（土）
・23 日（日）・30 日（日）

(２)県内各地の漁協・漁港の自慢のおさかなを満喫！！
「アッパレ元気フェア！」

企画イメージ

旅に欠かせない「グルメ」。県内各地の漁協・漁港自慢の
とれたて・美味しいおさかなを味わいに行きませんか？静岡ＤＣ期間中、
県内９つの漁協・漁港食堂で「アッパレ元気フェア」を開催し、
静岡ＤＣ特別限定メニューを提供します。自慢の海産物で皆様を
おもてなししますので、この機会に是非ご賞味ください。
実施時期：４月～６月（提供日・時間帯は店舗により異なります）

田子の浦港漁協食堂の
キャンペーンメニュー
「日本一の鮮度が自慢の
ぷりぷり生しらす丼
富士山盛り」

(３)徳川家康公元服の地！「静岡浅間神社」「大拝殿と本殿」特別参拝
国内に数多くある漆塗りの国宝・重要文化財の中でも日光東照宮に
次ぐ漆塗りの面積を誇る静岡浅間神社の歴史、装飾を堪能できます。
神職の説明では、今迄聞いたことのないような興味深い話が満載です。
静岡浅間神社本殿
【イチオシポイント】
①静岡ＤＣにあわせて、神職が案内する特別参拝を企画し、普段は容易に入ることが叶
わない「大拝殿」に昇殿できます。正式参拝（神職のお祓い・巫女の神楽・鈴のお祓
い・拝礼）の後、神社の由緒をはじめ、幕府御用絵師である狩野派の２人の絵師の描
いた十面の天井絵、漆や彩色などの装飾について神職が説明します。
②続いてこちらも普段は立ち入ることができない「本殿」を参拝し、極彩色に彩られた
豪華絢爛な立川流彫刻の数々を拝観できます。

実施時期：a.４月 27 日（土）～５月６日（月・休）ゴールデンウィーク期間中
b.４月：14 日（日）
、20 日（土）
、21 日（日）
５月：11 日（土）
、19 日（日）
、25 日（土）、26 日（日）
６月：１日（土）
、８日（土）、16 日（日）
、22 日（土）
、23 日（日）
時
間：a.【1】13：00～／【2】14：00～／【3】15：00～（所要時間：約 90 分）
b.【1】15：00～ （所要時間：約 90 分）

(４)国宝・久能山東照宮「徳川歴代将軍名宝展」
・夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」
全国で唯一江戸幕府歴代の 15 代将軍の甲冑を全て所蔵している久能山東照宮博物館で
は、
「徳川歴代将軍名宝展」を開催し、初の「15 領同時展示」を行います。また、特定日
には、竹の灯篭にＬＥＤで明かりを灯し、天下泰平への願いを込めてライトアップする
「天下泰平の竹あかり」を実施します。プレＤＣ開催期間に 12,000 名が来場された大好
評の企画を、さらにグレードアップして開催します。
【イチオシポイント】
①優麗な竹灯篭及び境内ライトアップ演出をバージョンアップし、
雅な音楽による幻想的な空間での夜間特別拝観をはじめ、日本平
久能山東照宮 夜間特別拝観
ロープウェイの夜間特別運行（ゴンドラ内特別演出）では闇夜を空中遊覧できます。
②2018 年 11 月３日にオープンした話題の新施設「日本平夢テラス」も、竹あかり開催中
の土休日に夜間開館します。
【名 宝 展】実施時期：４月１日（月）～６月 30 日（日）
時
間：８：00～17：00
【夜間拝観】実施時期：４月 27 日（土）～６月 30 日（日）の土休日
時
間：18：30～21：30（所要時間：約 60 分～90 分）※最終入場 20：30
※夜間特別拝観開催中は、久能山東照宮博物館にて名宝展もお楽しみいただけます。

(５)【今川義元公生誕 500 年！特別拝観「臨済寺」】

お茶とおもてなしと坐禅体験

2019 年は【今川義元公生誕 500 年】です。静岡を代表する武将・今川義元公ゆかりの「臨
済寺」で行われる静岡ＤＣ期間中の特別拝観は、
「写経体験」から始まり、
「お茶のおもて
なし」の後、
「坐禅体験」を行います。さらに 18：30～の回では、初の「夜間ライトアッ
プ」も予定しており、特別感満載です。（要予約）
【イチオシポイント】
①通常は１年に２日間しか公開しない臨済寺ですが、今春の特別拝観は
計 16 回（８日間×午後２回）催され、荘厳なお堂や庭園を見学できます。
②期間中のみ、ご朱印をいただくこともできます。（要予約・書置き、別途 300 円）
実施時期：５月：１日（水・祝）、２日（木・休）
、３日（金・祝）
、４日（土・祝）
25 日（土）、26 日（日）
、27 日（月）
、28 日（火）
時
間：ａ．14：00～（所要時間：約 90 分）
※団体ツアーが入る場合がございます。
ｂ．18：30～（所要時間：約 90 分）

臨済寺 坐禅体験

(６) ～浜名湖花博 15 年目の春～「浜名湖花フェスタ 2019」
はままつフラワーパークでは、約 1,300 本の桜と約 50 万球のチューリップが競演する「桜
とチューリップの庭」、特別展「大物盆栽展」、さらに初開催の藤（フジ）及びスマイルガ
ーデンのライトアップを実施します。浜名湖ガーデンパークでは、ネモフィラの大花壇、
「花の美術館」など、魅力が盛りだくさんです。是非この機会に花であふれる浜名湖の春
をお楽しみください。
【イチオシポイント】
５月 10 日（金）～19 日（日）には、浜名湖ガーデンパークにて
「しずおか花物語～花活のススメ。～」をキャッチフレーズに
特別展「日本の花・伝統園芸植物の魅力」の他、様々な催しを
開催します。
【花フェスタの実施時期・時間】
実施時期：３月 21 日（木・祝）～６月 30 日（日）
時
間：施設及び時期により異なります

はままつフラワーパーク

(７)日本で唯一の湖上を渡るかんざんじロープウェイでの夕焼け空中散歩
夕日を楽しむ絶景ツアー
通常昼間のみ運行しているロープウェイの駅に日没前にご集合いただき、夕焼けをご覧
いただきながら、日本で唯一の湖上を渡るロープウェイである「かんざんじロープウェ
イ」で大草山へ。山頂にある浜名湖オルゴールミュージアムにて美しい音色のコンサー
トをお楽しみいただいた後、屋上展望台にて 360°パノラマの絶景とカリヨンの音色で、
感動の世界に誘います。
実施時期：４月１日（月）～６月 30 日（日）
※当日 16：00 までの予約制（５月３日（金・祝）～５日（日・祝）を除く）
時

間：日没 30 分前から約 60 分

※気象条件などにより変更の可能性があります。
かんざんじロープウェイ

(８)遠州三山風鈴まつり・お茶スイーツめぐり
遠州三山それぞれのお寺で、個性を活かした風鈴の装飾が行われる「遠州三山風鈴まつ
り」の実施時期に合わせ、三山（法多山尊永寺・萬松山可睡齋・醫王山油山寺）で期間限
定のお茶スイーツを提供します。目・耳・舌で「遠州三山の夏」をお楽しみください。
尊永寺・・・茶マドレーヌ（税込 500 円）、氷室様の氷甘酒（税込 250 円）
可睡齋・・・精進アイス（税込 400 円）
油山寺・・・冷やし緑茶甘酒（税込 400 円）

実施時期：５月 18 日（土）～８月 31 日（土）
※静岡ＤＣ特別企画として、期間を前倒しして開催します。

風鈴の装飾と精進アイス
（萬松山可睡齋）

(９)夜桜と世界文化遺産韮山反射炉ライトアップの夜間特別見学と
世界遺産韮山反射炉×人間国宝野村万作・野村萬斎 狂言の華

薪狂言の夕べ

【夜桜と世界文化遺産韮山反射炉ライトアップの夜間特別見学】
静岡ＤＣに合わせて、韮山反射炉ライトアップと世界遺産ガイダンスセンター夜間入場
を初めて実施します。昼間の雰囲気とは一味違うライトアップした夜桜と、韮山反射炉
の幻想的な雰囲気をお楽しみください。
夜桜と韮山反射炉
ライトアップ

実施時期：４月１日（月）～４月８日（月）
時

間：18：00～20：30（最終退出時間）

【世界遺産韮山反射炉×人間国宝野村万作・野村萬斎 狂言の華 薪狂言の夕べ】
世界文化遺産韮山反射炉前特設舞台において、狂言の人間国宝野村万作師と、野村萬斎
師などによる静岡ＤＣ特別公演を開催します。（要予約）
実施時期：５月 22 日（水）
時

間：18：30～20：00 頃（予定）

※雨天時には伊豆の国市 長岡総合会館「アクシスかつらぎ」にて開催します。

また開催に合わせ、４月 26 日（金）～５月 26 日（日）には、韮山反射炉ガイダンスセ
ンターから世界遺産エリア内を回廊に見立て、フラワーアーティスト村松文彦氏監修に
よる花のオブジェや特設フラワーガーデンなどで華やかに装飾する「韮山反射炉 花回
廊 2019」を開催します。（５月 15 日（水）は定休日）
(10)焼津港で「朝メシ」！
「迫力のセリ見学と、ブランド焼津ミナミマグロ丼」！！
大型漁船の入港年間 400 隻余と国内有数の規模を誇る焼津港で、朝の魚市場で行われる
迫力ある「マグロのセリ」を見学します。魚や魚市場を知り尽くした漁協職員がガイドと
して同行し、漁船の入港状況次第では、マグロやカツオの水揚げなど遠洋漁業の基地な
らではの風景がご覧いただけます。見学後、魚市場の雰囲気を感じながら、上品な甘みと
濃厚な旨みが特徴で“赤いダイヤ”とも称される「焼津ミナミマグロ」のお刺身をご飯に
盛り付け、マグロあら汁など日替わりで用意される特製汁物と共に「焼津ミナミマグロ
丼」をご賞味ください。（要予約）
※漁船の入港状況などによりセリや水揚げが無い場合は港や市場設備の見学となります。
実施時期：４月～６月 毎週火曜日・金曜日 ※休日の場合を除く
時

間：７：00～８：30 頃

焼津港

(11)浜名湖の真ん中で愛を叫ぶ
国内でも珍しい汽水湖である浜名湖。浜名湖の自然や伝統漁業の案内を聞きながら湖の
中央部に向かいます。湖の中央部ではまれに現れる浅瀬に立っていただき、
「深いはずの
湖の真ん中に立っている」、「浜名湖の真ん中で愛を叫ぶ」などの、非日常的なとってお
きの体験ができます。大切な恋人や家族、友人などとのかけがえのない旅の思い出を作
れること間違いなし。空と湖の美しいコントラストはフォトジェニックで、ＳＮＳにも
最適です。旅の記念に、「浜名湖真ん中証明書」を発行します。（要予約）
※サンダルやタオルをプレゼントしますので、手ぶらでご参加いただけます。
実施時期：４月：６日（土）、７日（日）
、20 日（土）、21 日（日）、
28 日（日）
、29 日（月・祝）
５月：18 日（土）
、19 日（日）
６月：１日（土）
、２日（日）、15 日（土）、16 日（日）、29 日（土）、30 日（日）
時

間：10：00～14：00 集合 ※集合時間は出発日により異なります。

写真撮影イメージ

２． 観光列車
静岡ＤＣに合わせて、沿線自治体など地域の皆様と連携して静岡県内各地のＤＣ特別企
画をお楽しみいただける観光列車を 19 種類、計 23 列車運行します。
これらの観光列車は、県内各地の魅力を余すことなく堪能していただけるよう、現地の
観光がセットになった旅行商品で主に発売します。旅行商品を利用して各列車にご乗車の
お客様向けに現地で体験できる特別企画をご用意している他、列車内や到着駅でも地域の
皆様によるおもてなしを予定しています。
※旅行商品のコース内容など、詳細は各旅行会社にお問い合わせください。
【列車の概要】
(１)静岡ＤＣオープニング号 (東京発：

団体専用列車

名古屋発：

)

静岡ＤＣのオープニングを飾る列車として、東京駅と名古屋駅から静岡駅に向けて運行
します。久能山東照宮での特別参拝と「徳川歴代将軍名宝展」をガイド付きで鑑賞できる
旅行商品や、静岡浅間神社の「大拝殿」と「本殿」を特別にご覧いただける旅行商品を発
売します。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

東京

静岡

7：32 頃

10：32 頃

静岡

東京

3/31

17：44 頃

20：25 頃

（日）

名古屋

静岡

373 系

7：23

10：46

（3 両編成）

発売旅行会社

185 系

静岡浅間神社本殿

（6 両編成）

久能山東照宮拝殿

(２)静岡ＤＣオープニング記念「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」
伊豆の景色を眺めながら「食」と「お酒」、「会話」を楽しむリゾート列車「伊豆クレイ
ル」を、静岡ＤＣオープニング記念として初めて横浜駅発で運行します。出発駅の横浜
駅では静岡ＤＣオープニングを記念して出発式を、到着駅の伊豆急下田駅ではお出迎え
セレモニーを実施します。根府川駅ではＪＲ東日本おもてなしプロジェクト社員がおも
てなしを実施予定です。車内では、伊豆市中伊豆ワイナリーの地ワインを、伊豆市土肥
の海底で４か月熟成させた海底熟成ワインと、通常熟成ワインの飲み比べイベントを行
うなどの特別なおもてなしを実施します。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

横浜

伊豆急下田

3/31

10：41 頃

14：09 頃

（日）

651 系
「伊豆クレイル」
（4 両編成）

発売旅行会社

【1・３号車お食事】
クレイルスタイル・ランチセット

(３)徳川×今川

歴史めぐり号

静岡県ゆかりの戦国武将である徳川家康公と今川義元公をテーマにした列車です。今川家
の菩提寺で、通常は１年に２回しか公開しない「臨済寺」の特別拝観や、徳川家康公が家
臣を連れて花見をした事に倣って開催される「静岡まつり」のメインイベントである「大
御所花見行列」を特別観覧席でお楽しみいただけるなど、特別企画を盛り込んだ旅行商品
を発売します。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

静岡

4/6

373 系

7：23

10：46

（土）

（3 両編成）

発売旅行会社
臨済寺

(４)御殿場桜まつり号
静岡まつり

御殿場で開催される「桜まつり」に向けて小田急電鉄と共同運行する列車です。天気が
良ければ、雄大な富士山と桜の競演をお楽しみいただけます。桜まつり会場でご利用い
ただける食べ歩きチケットの販売や御殿場コシヒカリラガー静岡ＤＣ限定ラベルの特別
販売を行う予定です。なお、本列車はＪＲ東海または小田急電鉄の駅のきっぷうりば
で、きっぷのみ販売します。
※「第 17 回御殿場桜まつり」は、2019 年４月６日（土）
、７日（日）、13 日（土）、14 日（日）に開催予定です。
※桜の見頃は、例年 4 月上旬～中旬です。天候などにより見頃が変わる場合があります。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

小田急新宿

御殿場

4/7

60000 形

12：40

14：18

（日）

（6 両編成）

発売箇所
ＪＲ東海または小田急電鉄
の駅のきっぷうりば
※旅行商品での発売無し
秩父宮記念公園

(５)富士山満喫トレイン
日本の象徴であり、古くから人々が畏敬の念を抱く信仰の対象「富士山」を満喫してい
ただく列車です。世界遺産「富士山」の構成資産である須山浅間神社と富士山本宮浅間
大社での特別参拝の他、静岡県富士山世界遺産センターで営業時間終了後の特別鑑賞を
堪能できる旅行商品を発売します。本列車は御殿場線～東海道本線～身延線という今回
だけの特別なルートを運行するため、車内からも様々な表情の富士山をお楽しみいただ
けます。 【運行ルート】三島駅＝(東海道本線・御殿場線)＝裾野駅～〔バス〕～御殿場駅
＝(御殿場線・東海道本線)＝富士駅＝(身延線)＝富士宮駅

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

三島

富士宮

4/13

373 系

10：15

15：35

（土）

（3 両編成）

発売旅行会社
菜の花と富士山(裾野市)

静岡県富士山世界遺産センター

(６)伊豆 Ｂｅｅｒ Ｔｒａｉｎ
車内ではキリン一番搾り生ビール飲み放題と共に、伊豆エリアなど地元の食材を使用し
た特製おつまみセットをご提供予定です。途中の根府川駅では、相模湾の絶景をお楽し
みください。
※お申込みは 20 歳以上の方に限ります。お子様連れ（乳幼児含む）でのご参加はできません。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

茅ケ崎

伊東

10：00 頃

11：55 頃

4/13

E233 系

伊東

茅ケ崎

（土）

（5 両編成）

15：41 頃

18：07 頃

発売旅行会社

特製おつまみセット

キリン一番搾り

(７)花フェスタ号
はままつフラワーパークと浜名湖ガーデンパークで開催される「浜名湖花フェスタ」に
向けた列車です。はままつフラワーパークにて塚本こなみ理事長による園内ガイドをお
楽しみいただく旅行商品や、浜名湖ガーデンパークにある花の美術館のガイド付き旅行
商品を発売します。宿泊先の舘山寺温泉からのおもてなしをご用意しています。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

発売旅行会社

新居町
名古屋

13：18

4/20

373 系

11：35

舞阪

（土）

（3 両編成）

花の美術館(浜名湖ガーデンパーク)

13：24

(８)伊豆急でんしゃまつり

お座敷プラレール号
はままつフラワーパーク

往復は鉄道玩具「プラレール」を広げて思いっきり遊べる特別な列車「お座敷プラレー
ル号」にご乗車いただきます。現地到着後は伊豆急行の電車に親しむことができる人気
イベント「伊豆急でんしゃまつり」でお楽しみください。伊豆急でんしゃまつり会場で
は、線路点検用の「ＡＴカート乗車体験」や鉄道グッズの販売会、伊豆急公式キャラク
ター「いずきゅん」も登場予定です。伊豆高原駅改札前には㈱タカラトミー60 周年との
コラボレーションで期間限定「伊豆高原プラレール駅」の巨大ジオラマも展示いたしま
す。
© TOMY
「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

横浜

伊豆高原

7：57 頃

10：51 頃

4/20

485 系「華」

伊豆高原

横浜

（土）

（6 両編成）

15：15 頃

17：30 頃

発売旅行会社

車内イメージ

(９)Ｅ655 系ハイグレード車両「なごみ（和）」伊豆の旅！
乗車チャンスの少ないＥ655 系ハイグレード車両「なごみ（和）」にご乗車いただき、ゆ
ったりと列車の旅をお楽しみください。現地到着後は伊豆エリアの名所や景勝地をお楽
しみください。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

東京

伊豆急下田

4/30

10：10 頃

13：01 頃

（火・休）

熱海

東京

5/1

16：03 頃

17：30 頃

（水・祝）

編成

発売旅行会社

E655 系
「なごみ（和）
」
（5 両編成）
E655 系ハイグレード車両
「なごみ（和）」

(10)竹あかりと皇室ゆかりの地巡り
平成の最後と新たな元号を静岡県の特別な場所で、特別な体験と共に迎えるという旅行
商品に合わせて運行する列車です。平成最後の日の４月 30 日（火・休）は久能山東照宮
で拝殿への特別入場と夜のライトアップ「天下泰平の竹あかり」を鑑賞していただき、
新元号初日の５月１日（水・祝）は明治、大正、昭和を通じて皇族方がご静養なされた
沼津御用邸記念公園の他、神職のガイド付き正式参拝ができる三嶋大社などを巡る旅行
商品を発売します。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

焼津

沼津

5/1

373 系

10：15

11：13

（水・祝）

（3 両編成）

発売旅行会社

久能山東照宮 夜間特別拝観

(11)ホビーのまち静岡トレイン
日本最大級ともいわれる鉄道イベント「グランシップトレインフェスタ 2019」と模型ホ
ビーイベント「第 58 回静岡ホビーショー」に向けた列車です。名古屋発は、今回初めて
ＪＲ貨物西浜松駅の貨物線と、静岡駅から静岡車両区までの回送線を運転します。トレ
インフェスタでは特別観覧席でのイベント鑑賞に加え、旅行商品を購入されたお客様限
定の鉄道ディナーショーを開催します。静岡ホビーショーでもプラモデルグッズをプレ
ゼントする他、ご宿泊の旅行商品のお客様は５月 12 日(日）の静岡ホビーショーに優先
入場していただけます。横浜発に女子鉄アナウンサー久野知美さん、名古屋発には筋金
入りの鉄道ファンとして知られるホリプロマネージャー南田裕介さんが乗車して車内を
盛り上げます。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

横浜

東静岡

8：17 頃

10：27 頃

485 系「華」

東静岡

横浜

（6 両編成）

17：10 頃

19：54 頃

5/11

静岡

（土）

発売旅行会社

鉄道模型(トレインフェスタ)

名古屋

11：07

373 系

7：23

※静岡車両区

（3 両編成）
ミニ四駆 (静岡ホビーショー)

まで乗車

(12)しずおかお茶づくし号
静岡県は茶園面積・収穫量で全国の約４割を占める日本一の茶処です。そんな静岡県の
お茶を体験し、味わい、満喫していただける旅行商品に合わせて運行する列車です。茶
摘み体験やお茶の飲み比べ、茶処藤枝の茶商が朝からラーメンを食べたことが起源の
「朝ラー」の後は、牧之原大茶園に囲まれた島田市の茶工場見学
やお茶の詰め放題、そして夜は掛川城御殿での月夜の茶会をお楽
しみいただける、静岡茶の魅力が盛りだくさんの旅行商品を発売
します。
茶畑（島田市）

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

藤枝

5/18

373 系

7：23

10：25

（土）

（3 両編成）

発売旅行会社

掛川城

(13)野村万作・萬斎

薪狂言鑑賞号

ライトアップした世界遺産韮山反射炉前に特設ステージを設置して行われる、狂言の人
間国宝・野村万作師と野村萬斎師など「万作の会」による１日限りの特別公演に向けて
運行する列車です。列車にご乗車のお客様には公演の特別観覧席をご用意する他、観光
列車車内でも狂言に触れあうイベントを開催予定です。東京発三島行の観光列車に加え
て、伊豆箱根鉄道による三島発修善寺行の臨時列車も運行します。こちらも旅行商品を
購入されたお客様専用の列車として運行する他、この臨時列車の車内でも狂言に関する
イベントを開催予定です。
※東京発の観光列車をご利用のお客様は、三島駅からバスでの移動となります。
※伊豆箱根鉄道の臨時列車をご利用のお客様は、三島駅まで東海道新幹線利用となる予
定です。

※臨時列車内での狂言イベントには「万作の会」は出演しません。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

東京

三島

185 系

7：50 頃

9：33 頃

（6 両編成）

発売旅行会社

5/22
（水）
伊豆箱根鉄道：
三島

修善寺

12：11

12：39

1300 系
（3 両編成）
野村万作師狂言公演※昨年開催時

(14)伊東市まくら投げ大会号
「静岡ＤＣ特別企画 全日本まくら投げ大会ｉｎ伊東温泉」に参加し、２日間にわたる
熱い戦いを体験いただけます。参加者全員に参加賞を、優勝チームには素敵な賞品をプ
レゼントします。予選敗退チームは２日目に静岡ＤＣ特別企画「和菓子ラリー＆ガイド
付きウォーク」イベントにご参加いただけます。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

東京

伊東

5/25

7：14 頃

9：06 頃

（土）

E257 系

伊東

東京

5/26

（9 両編成）

17：10 頃

19：15 頃

（日）

発売旅行会社

全日本まくら投げ大会 in 伊東温泉

(15)焼津ミナミマグロ満喫号
国内有数のマグロ水揚げ港である焼津港がある焼津に向かう列車です。天気が良いと富
士山を望むことができる焼津港にてマグロの解体ショーをご覧いただき、上品で濃厚な
味わいと鮮やかな赤身から“赤いダイヤ”と称される「焼津ミナミマグロ」を含むマグ
ロ３種食べくらべを堪能していただく旅行商品として発売します。また、やいづ親善大
使のＳＫＥ48 青木詩織さんが旅行商品のお客様に向けて車内や焼津港で観光ＰＲを行い
ます。この他、観光列車の車内にて焼津の鰹節を使った自慢のだしの試飲をお楽しみい
ただける他、焼津港では調査船「駿河丸」の船内を特別公開します。

焼津港

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

焼津

6/8

373 系

8：23

11：19

（土）

（3 両編成）

(16）あじさい彩る下田

発売旅行会社

金目鯛を食す旅

マグロ３種食べくらべ（盛り付け例）

金目鯛水揚げ量日本一の下田市で旬の金目鯛料理をご堪能いただけます。また、日本一
の株数を誇る下田あじさい祭で、あじさいの咲き誇る絶景をご覧いただけます。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

東京

伊豆急下田

6/15

9：49 頃

13：01 頃

（土）

伊豆急下田

東京

6/16

14：00 頃

17：55 頃

（日）

編成

発売旅行会社

伊豆急 2100 系
（7 両編成）
あじさい祭

金目鯛料理

(17)しずおか日本酒トレイン ～酒米「誉富士」を使った地酒 26 蔵勢揃い～

自然と名水に育まれた静岡県にはたくさんの日本酒の銘柄があり、それらを車内で楽し
むことができる観光列車を運行します。車内では静岡県産の酒米「誉富士」を使った全
26 蔵の日本酒を全て味わっていただける他、県内の蔵元や杜氏による日本酒の解説も行
う予定です。この観光列車を組み込んだ旅行商品を発売します。
※20 歳未満の方はご利用いただけません。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

三島

浜松

6/29

373 系

13：35

16：44

（土）

（3 両編成）

発売旅行会社

(18)いよいよ引退！伊豆急 100 系電車の旅

酒米「誉富士」

伊豆急 100 系電車を旅行商品専用として貸切で運行します。通常入ることができない稲
取貨物線に入線します。ご参加のお客様限定の記念品付きです。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

伊豆急下田

片瀬白田

12：37 頃

13：45 頃

6/30

伊豆急 100 系

片瀬白田

伊豆急下田

（日）

（1 両編成）

14：46 頃

15：57 頃

発売旅行会社

伊豆急 100 系電車

上記観光列車の他に、大井川鐵道と連携した１種類（２列車）の観光列車の運行を予定し
ております。詳しくは全国のＪＲの主な駅にある静岡ＤＣイベントガイドブックをご覧
ください。

※上記の各観光列車の運転日・時刻・車両、旅行商品などの内容は変更となる場合があります。
※団体専用列車は旅行商品のみで発売します。駅できっぷ単独での発売はいたしません。
※特急・急行列車は全車指定席です。特急券・急行券・指定席券は乗車日の 1 カ月前の午前 10 時
から全国のＪＲの主な駅で発売します。

【観光列車の旅行商品に関するお問合せ先】
・株式会社ジェイアール東海ツアーズ
ぷらっと旅・コールセンター

℡0120-945-355

・株式会社阪急交通社
東京トラピックス国内

℡03-6745-1300

・株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
ＪＴＢ中部旅物語販売センター
ＪＴＢ旅物語販売センター

℡052-715-5012

℡0570-06-1113

・クラブツーリズム株式会社
名古屋国内旅行センター
国内予約センター

℡052-300-0022

℡03-5998-2000

・株式会社日本旅行
名古屋予約センター

℡0570-666-501

・株式会社近畿日本ツーリスト中部
中部コールセンター

℡052-686-8000

・名鉄観光サービス株式会社
名古屋メディア国内予約センター

℡052-582-8686

・株式会社読売旅行
首都圏予約センター

℡0570-004-355

・株式会社びゅうトラベルサービス
びゅう予約センター ℡03-3843-2001
※３月・４月に運行する列車につきましては２月下旬頃より、
５月・６月に運行する列車につきましては４月上旬頃よりご案内いたします。

３．ウォーキングイベント
地域の自治体などと連携し、予約不要で気軽に参加できる人気のウォーキングイベントとし
て、ＪＲ東海では「さわやかウォーキング」を、ＪＲ東日本では「駅からハイキング」を実
施します。春のさわやかな陽気の中、県内各地の観光スポットと共にウォーキングをお楽し
みください。また静岡ＤＣ特別コラボとして「さわやかウォーキング」と「駅からハイキン
グ」の共同開催もございます。
(１)さわやかウォーキング
【３月 31 日（日）】
・静岡ＤＣのオープニングを記念したコースを計２コース開催します。
・両コースのスタート前に、地域の皆様と共にオープニングセレモニーを実施します。
【４月以降】
・静岡ＤＣ記念コースを計 18 コース開催します。
・地域がおすすめするＤＣ観光素材を組み込んだコースを設定し、
「食」「風景」「歴史・
文化」の３つのテーマに分けてご紹介します。
・コース中では地元の方々によるおもてなしを行います。
・４月以降の記念コースに参加された方には、テーマ毎にデザインが異なるオリジナル
バッジ（全３種）を先着でプレゼントします。さらに、各テーマ２コース、計６コー
スを踏破された方には、静岡ＤＣ記念バッジを先着でプレゼントします。

《コース一覧》
オリジナルバッジ（全３種）
静岡ＤＣ記念バッジ
【３月 31 日（日）オープニングコース（２コース）】
・東海道線 沼津駅「香貫山から眺める沼津の街と沼津港散策ウォーキング」
・東海道線 高塚駅「浜松市内 桜の名所と浜松城公園散策」
【４月以降のＤＣ記念コース（18 コース）】
開催日

スタート駅

テーマ

4 月 14 日（日）

東海道線・菊川駅

食

4 月 20 日（土）

伊豆箱根鉄道・伊豆仁田駅

食

4 月 28 日（日）

御殿場線・岩波駅

歴史・文化

4 月 29 日（月・祝）

東海道線・藤枝駅

風景

5 月 4 日（土・祝）

伊豆急行線・川奈駅★

風景

5 月 6 日（月・休）

東海道線・焼津駅

食

5 月 11 日（土）

東海道線・金谷駅

食

5 月 11 日（土）

飯田線・中部天竜駅

5 月 12 日（日）

東海道線・静岡駅

風景
歴史・文化

5 月 18 日（土）

伊豆箱根鉄道・韮山駅★

歴史・文化

5 月 19 日（日）

東海道線・弁天島駅

5 月 25 日（土）

東海道線・沼津駅

歴史・文化

6 月 1 日（土）

東海道線・浜松駅

歴史・文化

6 月 2 日（日）

東海道線・草薙駅

風景

6 月 8 日（土）

東海道線・袋井駅

風景

6 月 8 日（土）

東海道線・富士駅

食

6 月 15 日（土）

東海道新幹線・熱海駅★

風景

6 月 16 日（日）

伊豆箱根鉄道・修善寺駅

風景

風景

★…「駅からハイキング」との特別コラボコース

(２)駅からハイキング
・静岡ＤＣ開催を記念して計７コース開催します。
・ＤＣコースは２回参加でプレゼントの応募券（ＷＥＢチケット）が１枚もらえるキャン
ペーンプラス（旧チケットプラス）です。
・３月 31 日（日）から静岡ＤＣのオープニングを記念したコースを伊豆急下田駅で２コ
ース開催します。
・大人の休日倶楽部ＴＶＣＭロケ地である「龍宮窟」や「俵磯」など、伊豆半島ジオパー
クの「絶景」を巡るコースや、世界遺産韮山反射炉などの「歴史文化」、ジャカランダな
ど「季節の花々」を巡るコースなどを開催します。
《コース一覧》
【３月 31 日（日）オープニングコース（２コース）】
・伊豆急行線 伊豆急下田駅「伊豆半島ジオパークハイキング 爪木崎コース」
（伊豆急行共同開催）
・伊豆急行線 伊豆急下田駅「伊豆半島ジオパークハイキング 龍宮窟コース」
（伊豆急行・東海自動車共同開催）
※４月１日（月）～６月 30 日（日）までと同じコース内容です。

【４月以降】
開催

スタート駅

テーマ

4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日）

伊東線・伊東駅

絶景

4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日）

伊豆急行線・伊豆急下田駅

絶景

4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日）

伊豆急行線・伊豆急下田駅

絶景

東海道線・熱海駅

絶景

4 月 6 日（土）～6 月 30 日（日）
（5 月 6 日（月・休）～10 日（金）
・6 月 15 日（土）を除く）
5 月 4 日（土・祝）

伊豆急行線・川奈駅★

季節の花々

5 月 18 日（土）

伊豆箱根鉄道・韮山駅★

歴史・文化

6 月 15 日（土）

東海道線・熱海駅★

季節の花々

★…「さわやかウォーキング」との特別コラボコース

４．ＤＣオープニングイベント
(１)静岡ＤＣオープニングセレモニー
「静岡ＤＣオープニング号」の運転に合わせ、始発の東京駅と名古屋駅でお見送り（東
京駅はＪＲ東海・ＪＲ東日本の両駅長、名古屋駅は名古屋駅長もお見送りします）、静
岡駅ではオープニングセレモニーを行います。
開催日：３月31日（日）
開催場所：静岡駅
(２)静岡ＤＣオープニングイベント
伊豆クレイルの特別運行にあわせて、初めて始発駅となる横浜駅で出発式、伊豆急下田
駅ではオープニングイベントを行います。
開催日：３月31日（日）
開催場所：横浜駅、伊豆急下田駅

５．静岡ＤＣ特別企画・イベント
(１)駅装飾の実施
静岡ＤＣ期間中、浜松駅、静岡駅、熱海駅、伊東駅の

横断幕・フラッグ（静岡駅イメージ）

ミニのぼり旗

駅コンコースなどでは、静岡ＤＣの横断幕やフラッグを設置します。
静岡県内の主な駅において、のぼり旗を設置する他、ＪＲ東海の主な駅の窓口
においてもミニのぼり旗を設置し、静岡ＤＣの開催を盛り上げます。
(２)静岡ＤＣピンバッジと缶バッジの着用
①静岡県内のＪＲ東海の駅係員、乗務員をはじめ、ご協力いただける
主要観光地、宿泊施設の関係者で「静岡ＤＣピンバッジ」を着用し、
観光客の皆様をあたたかくお迎えします。
②横浜支社管内の関係するＪＲ東日本の駅係員、乗務員をはじめ、
ＪＲ東日本のグループ会社の社員が「静岡ＤＣ缶バッジ」
を着用する予定です。観光客の皆様をあたたかくお迎えします。

静岡 DC ピンバッジ
（ＪＲ東海）

(３)テーマトレイン
主に静岡エリアを走行する在来線普通列車の車内広告を１編成（313 系３両）貸切り、
静岡県内各市町の観光素材のポスターで埋めつくします。各市町１種類ずつ、全 35 種
類の車内ポスターを作成し、静岡県の見所を紹介するとともに、静岡県内における静岡
ＤＣの機運を高めます。
(４)駅構内店舗での取り組み
①キヨスク

［東海キヨスク㈱］

静岡駅などのキヨスク店舗において、静岡ＤＣ限定デザインのお土産を発売します。
【期

間】４月１日（月）～６月 30 日（日）

【商品一例】
巾着入り冷しあべ川もち

しらすパイ（ザラメ・わさび）

（株式会社 ミホミ）

税込 864 円
（3 人前）
香ばしいきなこたっぷり！
黒みつの入った安倍川もち！
とろ～り甘い黒みつをなめらかに
練り上げたくずもちで包み込み、
香ばしいきな粉をまぶしました。

②NewDays、NewDaysKIOSK

静岡いちごミルクちょこばうむ

（有限会社春華堂）

（有限会社 福田屋製菓）

税込 864 円
（16 枚入）

税込 900 円
（10 個入）

静岡県産の「しらす」の風味を大切に
して、パリッとしたパイに焼き上げま
した。 グラニュー糖の甘みとバター
の風味がおりなす、軽やかな味わいを
お楽しみいただけるザラメとほんのり
とした辛みのワサビ味は、おやつはも
ちろん、おつまみにもぴったりです。

生地は静岡県産「丹那牛乳の練乳」
を使用し、クリームは静岡県産いち
ごパウダーを使用しました。
ホワイトとスイートの２種類のチョ
コレートでコーティングした一口サ
イズのバウムクーヘンです。

[㈱ＪＲ東日本リテールネット]

・伊豆の食材を使ったおにぎりなどを販売（４月下旬～予定）
・東海道フィギュアラッキードロップの販売（４月中旬発売予定）
東海道沿いに着目した魅力ある名物などをカプセルフィギュアにし
ました。NewDays などにあるカプセル自動販売機などで販売します。
＜東海道フィギュア

(５)東海道新幹線車内での取り組み

ラッキードロップ＞

（全７種）

東海道新幹線の車内販売において、静岡県のご当地のお菓子や銘酒などを販売する
「静岡フェア」を開催いたします。 ［㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ］
※東海道新幹線の車内販売は「のぞみ号」「ひかり号」のみで実施しております。

【期

間】３月 21 日（木・祝）～５月８日（水）（予定）

【商品一例】

御殿場コシヒカリラガー
静岡ＤＣデザイン缶
350ml（380 円）

コカ・コーラ
富士山デザイン三保の松原
250ml（140 円）

ちびまる子ちゃんじゃり豆
（450 円）

(６)ＪＲグループの駅ビル・エキナカ商業施設などでの取り組み
静岡県内をはじめとしたＪＲグループの主な駅ビルなどにおいて、静岡名物のお土産や、
地元グルメ、地域食材を使った限定メニューなどをご提供いたします。また、観光地を紹
介するパネル展示や、期間限定でのイベントなどを開催いたします。
①静岡駅ビル「パルシェ」
【期

間】２月 23 日（土）～６月 30 日（日）

②アスティ静岡
【期

［ジェイアール東海静岡開発㈱］

間】３月 15 日（金）～６月 30 日（日）

③浜松駅ビル「メイワン」
【期

間】

［浜松ターミナル開発㈱］

～６月 30 日（日）まで

④LUSCA（ラスカ）熱海
【期

［静岡ターミナル開発㈱］

［湘南ステーションビル㈱］

間】５月下旬予定

⑤ecute（エキュート）各店［㈱ＪＲ東日本リテールネット］
［㈱ジェイアール東日本都市開発］

【期 間】５月 13 日（月）～５月 26 日（日）予定
⑥GRANDUO（グランデュオ）立川店［ジェイアール東日本商業開発㈱］
【期 間】４月～６月の内１週間を予定
⑦鉄道会館運営エリアの飲食・食物販店［㈱鉄道会館］
【期 間】６月予定
⑧産直市の開催
・上野駅：伊豆産直市 【期 間】４月 11 日（木）～13 日（土）
・横浜駅：伊豆産直市 【期 間】５月下旬予定
※産直市ではＪＲ東日本横浜支社の６次産業化商品「殻絞り海老ソース」、
「伊豆柑
橘ゼリー」も販売予定。

＜殻絞り海老ソース＞

＜伊豆柑橘ゼリー＞

⑨地産品ショップ「のもの」の取り組み
・のもの居酒屋“かよひ路”上野店、のものレストラン“みやこ”品川店、
のものキッチン池袋東口店、秋葉原店にて静岡県内の食材を使用したメニューを
販売
【期 間】４月１日（月）～６月 30 日（日）予定
・のもの店舗（上野・秋葉原・東京）にてＪＲ東日本横浜支社の６次産業化商品の
取り扱い
【期 間】４月１日（月）～６月 30 日（日）予定
⑩NRE（㈱日本レストランエンタプライズ）の一部レストラン店舗、そば店舗で
静岡ＤＣと連動したオリジナルメニューを販売
【期 間】４月～６月の予定

(７)ホテルアソシア静岡
静岡ＤＣ限定の宿泊プランの販売や、地元食材を使用した料理を取り揃えたフェアなどを
開催します。
［㈱ジェイアール東海ホテルズ］
【期 間】４月１日（月）～６月 30 日（日）
(８)インターネット上での企画
JREPOINT が「貯まる」「使える」ショッピングサイト JRE MALL「お取り寄せきっぷ」に
て、伊豆エリアの加工品、旬の果物や野菜などを販売予定です。
［㈱ジェイアール東日本商事］

【期

間】４月１日（月）～６月 30 日（日）予定

（商品一例）

（有）三浦水産

極冷伊勢海老２尾

「伊豆産地金目鯛セット（お刺身・煮物用）」

６．宣伝展開
(１)イベントガイドブック
静岡県の観光情報やＤＣ期間中に開催される特別企画・イベント情報
などを掲載したガイドブック（約 80 万部）を、全国のＪＲの主な駅
・旅行会社などで２月中旬から順次配布します。
イベントガイドブックの表紙

(２)ポスター
静岡県大型観光キャンペーン推進協議会が制作した５枚組ポスターを、３月１日（金）
～31日（日）の間、全国のＪＲの主な駅に掲出します。

また、ＪＲグループでもポスターを制作し、
２月中旬～６月30 日（日）までＪＲの主な駅
や車内に掲出します（上と右の写真が、駅に
掲出する５枚組とＢ０のポスターイメージです）。

(３)メディアによる情報発信
・「遠くへ行きたい」（日本テレビ系、毎週日曜日放送）にて静岡ＤＣ期間中30秒ＣＭ
を放映
・「別冊 旅の手帖 静岡」（３月 28 日（木）全国発売）の発行
(４)観光ＰＲイベント・観光キャラバン
仙台、首都圏、名古屋、岡山、広島、福岡などで、静岡県への誘客に向けた観光ＰＲイベ
ント・観光キャラバンを行います。

・２月 19 日（火）

宮城（仙台駅）

・２月 22 日（金）

埼玉（大宮駅）

・３月 ６日 (水)

岡山（岡山駅）

・３月 ８日（金）

広島（広島駅）

・３月 13 日（水）

福岡（博多駅）

・３月 16 日（土）～３月 17 日（日）

愛知（名古屋駅イベントスペース）

・３月 21 日（木・祝）～３月 31 日（日） 東京（東京駅八重洲口イベントスペース）
・３月 23 日（土）

神奈川（横浜駅）

・４月 11 日（木）～４月 13 日（土）

東京（上野駅）

７．静岡ＤＣ記念デザイン商品の発売、ドリンク協賛
(１)静岡ＤＣ記念デザイン商品の発売〔提供：キリンビール株式会社〕
「キリン一番搾り生ビール静岡ＤＣ応援缶」
【発 売 日】３月 12 日（火）
※なくなり次第終了となります。
【発売地域】静岡県、東海道新幹線沿線
表

裏

(２)ドリンク協賛
ＪＲの主な駅（静岡県内およびその近隣の駅を除く）の「みどりの窓口（きっぷうり
ば）」「旅行センター」または主な旅行会社で、静岡県内を目的地とする乗車券類また
は旅行商品などを購入されたお客様に、「引換券つきの専用乗車券袋」をお渡しいたし
ます。期間中、「引換店」表示のあるキヨスク売店など（乗車券袋に記載）にお持ちい
ただくと、「引換券つきの専用乗車券袋」１枚につき、指定のドリンク１本と交換いた
します。ただし、ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」などで、静岡県内を目的地とする旅
行商品を購入された方に限ります。
※引換場所などは「引換券つきの専用乗車券袋」の記載をご確認ください。
※引換期間は４月１日（月）から６月30日（日）までです。
※「引換券つきの専用乗車券袋」は数に限りがございます。なくなり次第終了と
させていただきます。
※「引換券つきの専用乗車券袋」のお渡しは、お一人様分につき１枚に限ります。
第三者への譲渡・換金はできません。
※引き換えの際、乗車券類などのご提示をお願いする場合がございます。
※写真・イラストは、すべてイメージです。

