
 

平成 29年 5月 19日 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

 

「信州デスティネーションキャンペーン」の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．キャンペーン期間  平成29年7月1日（土）～9月30日（土） 

 

２．開 催 地 域  長野県全域 

 

３．キャッチフレーズ等 

（１）キャッチフレーズ 「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」 

長野県が目指す「世界水準の山岳高原観光地づくり」を推進する 

思いを込めたキャッチフレーズです。 

ロゴマークは「世界を表す地球」と「信州の3つのアルプス」を 

合わせ、県木である「白樺」の葉をあしらったデザインです。 

（２）キャラクター「アルクマ」 

   信州に出没する､大変珍しいクマ。クマなのに寒がりで､いつも頭にかぶりもの。 

クマなのに旅好きで､いつも背中にリュックサック。 

信州をクマなく歩きまくり､信州の魅力を世の中にクマなく広めるのが生きがい。 

前回ＤＣ（平成22年）に誕生した「アルクマ」が今回も 

イメージキャラクターを務めます。 

 

４．宣 伝 展 開 

全国の皆様に信州の魅力をお伝えするため、駅や列車へのポスターの掲出、パンフレットの配布をはじめ

とした様々な宣伝を展開します。 

（１）5連貼りポスター  

   信州キャンペーン実行委員会が制作した5連貼りポスターを全国の主な駅に掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲグループでは、平成29年7月1日（土）から9月30日（土）まで、長野県、地元自治体、観光事業

者等と連携し「信州デスティネーションキャンペーン」（以下、信州ＤＣ）を開催します。長野県で実施す

るＤＣは、7年ぶり5回目となります。 

長野県には上高地、軽井沢、野尻湖などの著名な避暑地のほか、千畳敷カール、御嶽山などの自然美、開

田高原、阿智村、野辺山高原などの美しい星空、妻籠宿、奈良井宿などの中山道の宿場町や長野、諏訪など

の門前町、そしてオリンピックで注目を集めた白馬、志賀高原、野沢温泉などのスノーリゾートなど、伝統、

品質、おもてなしを含めて世界に誇れる観光地が多数あります。世界に認められた「世界級の山岳リゾート

地」「山の信州」をキャッチフレーズに、「癒し」「アウトドア」「歴史・文化」「食」をテーマに魅力を実感

できる旅を提案します。 

首都圏からは20周年となる北陸新幹線（東京～長野間）、特急あずさ、中京圏からは特急ワイドビューし

なの、特急ワイドビュー伊那路、北陸圏からは北陸新幹線、関西圏からは東海道新幹線と特急列車、特急列

車と北陸新幹線でのアクセスが便利です。首都圏、中京圏、北陸圏、関西圏からのアクセスが充実した信州

で、地域一体となったおもてなしでお客さまをお迎えします。 

この夏は信州・長野県に是非お越しください。 

【キャッチフレーズ・ロゴマーク】 

千畳敷カール乗越浄土 木曽開田高原の星空 竜王マウンテンパーク 

SORA terraceからの夕日 
八ヶ岳連峰 白馬岩岳ゆり園 

※画像は全てイメージです。 

長野県ＰＲキャラクター 

「アルクマ」 

（信州ＤＣバージョン） 

ⓒ長野県アルクマ 

14-0020 



（２）キャンペーンガイドブック 

各エリアの観光情報やキャンペーン期間中に開催されるイベント情報などを 

掲載したキャンペーンガイドブックを全国のＪＲの主要駅や旅行会社窓口等で 

配布します。 

 

 

 

 

（３）ＪＲ６社制作ポスター掲出期間（予定） 

掲出期間(予定) 6月 7月 8月 9月 

駅ポスター 

・ 

車内ポスター 

国立天文台野辺山 

（南牧村） 

下栗の里 

（飯田市・遠山郷） 

蓼科白樺湖パラグライダー

（茅野市） 

竜王マウンテンパーク 

SORA terrace 

（山ノ内町） 

車内ポスター 

妻籠宿 

（南木曽町） 

青木湖カヤック 

（大町市） 

千畳敷カール 

（駒ヶ根市） 

岩松院（小布施町） 軽井沢ZIPLINE(軽井沢町) 
白馬北尾根高原モルゲンロート  

ご来光（白馬村） 

長野の食 長野のフルーツ 

 

（４）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）  

 ・「別冊 旅の手帖 信州」発行（交通新聞社発行・6月中旬発売予定） 

  

【キャンペーンガイドブック】 

※画像は全てイメージです。 



 

５．イベント列車の運行 

信州ＤＣにあわせて、魅力的な臨時列車を運行します。ＤＣならではの特別な列車をＪＲ東日本とＪＲ

東海が共同で運行するほか、小海線に新しいコンセプトの「のってたのしい列車」「HIGH RAIL 1375」を

導入します。魅力いっぱいの列車の旅をお楽しみください。 

※イベント列車の時刻や車両等は変更となる場合があります。ご乗車の際は、最新の時刻表でお確かめいただくか、駅係員

までお尋ねください。 

 

□首都圏から木曽路へのご旅行に便利な直通列車、特急「木曽あずさ号」を運行します。7/1 には南木曽駅

において、木曽地区の皆様によるオープニングイベントが開催されます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

特急 木曽あずさ号 
新 宿 9:24 南木曽 13:48 7/1,8/26,9/9 189系6両 

 （全車指定席） 南木曽 16:02 新 宿 20:42 7/2,8/27,9/10 

  

□特急「木曽あずさ号」と接続し、首都圏から伊那路へのご旅行に便利な快速「飯田線リレー号」を運行し

ます。7/1には駒ケ根駅において、上伊那地区の皆様によるオープニングイベントが開催されます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 飯田線リレー号 
辰 野 12:30 駒ケ根 13:21 7/1,8/26,9/9 313系3両 

（全車指定席） 駒ケ根 16:35 辰 野 17:34 7/2,8/27,9/10 

 

□中京圏から諏訪へのご旅行に便利な直通列車、特急「諏訪しなの号」を運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

特急 諏訪しなの号 
名古屋 8:28 茅 野 11:21 

7/8.9,9/23.24 
383系6両 

 （全車指定席） 茅 野 15:37 名古屋 18:48 

 

□特急「あずさ」と接続し、首都圏から伊那路へのご旅行に便利な快速「信州ＤＣ伊那路満喫号」を運行し

ます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 信州ＤＣ伊那路満喫号 小淵沢 11：15 飯 田 14：06 7/22 
211系3両 

（全車自由席） 

 

□コンパートメントタイプの座席がグループや家族に人気の「いろどり」車両を使用した快速「いろどり木

曽路号」を長野駅から木曽路へ運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 いろどり木曽路号 
長 野 8:35 中津川 12:15 

7/29.30 
485系6両 

 （全車グリーン車指定席） 中津川 14:36 長 野 18:18 

 

□世界級の山々が美しい大糸線に快速「北アルプス風っこ」を運行します。信州の涼風を感じながら疾走し

ます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 北アルプス風っこ 
松 本 10:02 南小谷 13:03 

7/8 
ＤＤ16+キハ 48 形 2 両+ＥＦ

64 （全車指定席） 南小谷 13:25 松 本 17:17 

 

□さわやかな信州の風を感じるトロッコ型の「びゅうコースター風っこ」を使用した快速「いいやま風っこ」

を長野駅～森宮野原駅間で運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 いいやま風っこ 
長 野 8:54 森宮野原 11:40 

7/9 
キハ 48形2両  

（全車指定席） 森宮野原 13:20 長 野 16:07 



 

□グループや家族でのお出かけに便利なコンパートメント座席の車両「いろどり」を使用した快速「北アル

プスいろどり」を長野駅から篠ノ井線、大糸線に運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 北アルプスいろどり 
長 野 8:01 白 馬 11:16 7/15-17 

9/16-18 

485系6両 

 （全車グリーン車指定席） 白 馬 16:19 長 野 19:16 

 

□レトロな車両が北アルプスの山々に映える快速「レトロ大糸線」を松本駅から大糸線に運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 レトロ大糸線 
松 本 10:09 南小谷 12:06 

9/23 
ＥＦ64+旧客4両+EF64 

（全車指定席） 南小谷 12:49 松 本 15:51 

 

□旧型客車を使用したレトロな雰囲気が漂う快速「レトロ中央線」を松本駅から中央線に運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 レトロ中央線 
松 本 10:12 富士見 12:26 

9/24 
ＥＦ64+旧客4両+EF64 

（全車指定席） 富士見 15:31 松 本 17:59 

 

□「リゾートハイブリッドトレイン」を使用した快速「リゾートビューふるさと」。日本三大車窓の１つと言

われる姨捨駅からの善光寺平やさわやかな夏の北アルプス等「山の信州」を代表する景色を堪能できます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 リゾートビューふるさと 

長 野 9:04 南小谷 12:47 7/1-3.7.9.10.14-17.21-31 

8/1-14.16-31 

9/1-4.8-11.15-18.22-25.29.30 

HB-E300系2両 

（全車指定席） 
南小谷 15:16 長 野 18:28 

 

□「日本夜景遺産（施設型夜景遺産）」に認定されている快速「ナイトビュー姨捨」。「リゾートハイブリッド

トレイン」を使用して、ゆったりとしたシート、大きな窓から日本三大車窓のひとつと言われる姨捨駅周

辺の夜景を堪能できます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 ナイトビュー姨捨 

長 野 18:48 姨 捨 19:22 7/1.7.8.14.15.28.29 

8/4.5.18.19.25.26 

9/1.2.8.9.15.16.22.23.29.30 

HB-E300系2両 

（全車指定席） 
姨 捨 20:24 長 野 20:58 

 

□日本人のこころのふるさとを代表するローカル線として、訪れる人すべてにやすらぎと癒しを提供したい

という思いをイメージした飯山線観光列車「おいこっと」を運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 おいこっと 

長 野 9:15 十日町 11:48 7/1.2.15-17.22.23.29.30 

8/5.6.11-13.20.26.27 

9/2.3.16-18.23.24.30 

キハ 110系2両 

（全車指定席） 
十日町 15:30 長 野 18:07 

 

□小海線に「天空にいちばん近い列車」をコンセプトにした新しい「のってたのしい列車」「HIGH RAIL1375」

がデビューします。7/1運行初日には、小淵沢駅および中込駅において出発式を実施予定です。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 

HIGH RAIL 1号 

HIGH RAIL 2号 

 HIGH RAIL星空 

小淵沢 10:30 小 諸 12:31 7/1.2.7-9.14-17.21-24.26-31 

8/2-7.9-14.16-21.23-28.30.31 

9/1-3.8-10.15-18.22-24.29.30 

キハ 110系・100系 

２両（全車指定席） 
小 諸 14:22 小淵沢 16:54 

小淵沢 18：20 小 諸 21：51 

 

 



□信州ＤＣオープニングを記念して急行「信州ＤＣ記念秘境駅号」を運行します。7/1には平岡駅において、

南信州地区の皆様によるオープニングイベントが開催されます。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

急行 信州ＤＣ記念秘境駅号 豊 橋 9：50 飯 田 15：30 7/1.2 
373系3両 

（全車指定席） 

 

□飯田線全線開通80周年を記念して急行「飯田線80周年秘境駅号」を運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

急行 飯田線80周年秘境駅号 豊 橋 9：50 飯 田 15：30 8/19.20 
373系3両 

（全車指定席） 

 

□信州ＤＣを記念して、飯田線の秘境7駅を訪れることができる観光列車、急行「飯田線秘境駅号」をＤＣ

期間中にも運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

急行 飯田線秘境駅号 

豊 橋 9:50 飯 田 15:30 7/1.2（※片道運行） 

8/19.20（※片道運行） 

9/15-18 

373系3両 

（全車指定席） 
飯 田 13:08 豊 橋 17:54 

 ※7/1-2及び8/19-20は飯田⇒豊橋（上り）のみの片道運行となります。 

 

□飯田線全線開通80周年を記念して快速「飯田線80周年アルプス号」を運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 飯田線 80 周年アルプス号  伊那市 13：26 飯 田 15：28 8/19.20 
313系3両 

（全車指定席） 

 

 

 

６．記念入場券 

(１)記念入場券の発売 

信州ＤＣ開催にあたり、県内の鉄道事業者6社(上田電鉄株式会社、 

アルピコ交通株式会社、長野電鉄株式会社、しなの鉄道株式会社、 

東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社)が共同で企画した 

台紙付きの記念入場券を各社にて発売します。 

各社商品のデザインや発売金額等の詳細につきましては、改めて 

お知らせします。 

信州へ来られた思い出の品として、ぜひお買い求めください。 

〇商 品 名 「鉄道6社共同企画『世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州』信州ＤＣ記念入場券」 

〇発売期間 平成29年7月１日（土）～9月30日（土） 

 

 (２)記念入場券発売イベント 

各社同時発売となる「鉄道6社共同企画『世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州』信州ＤＣ記念入

場券」を一箇所で購入できる合同発売イベントを開催します。 

○日 付 平成29年7月1日（土） 

○時 間  10時から予定 

○場 所 松本駅東西自由通路 

※詳細につきましては、改めてお知らせします。 

 

 

 

 

【信州ＤＣ記念入場券台紙イメージ】 

※画像は全てイメージです。 



７．二次交通の整備 

（１）観光周遊バス「びゅうばす」 

 観光スポットを効率的に回っていただける観光周遊バス「びゅうばす」を運行します。 

長野県内の周遊に便利な観光周遊バス「びゅうばす」を３コースご用意しました（有料・事前予約制）。

上諏訪から絵画のモデルでも有名な「御射鹿池」、原生林に囲まれた神秘の湖「白駒の池」を巡るコー

スやブナ林に癒されるなべくら高原や戦国武将ゆかりの「米子不動尊」などの北信の名所を巡るコー

スなど、らくらく周遊できる「びゅうばす」をぜひご利用ください！ 

※ご予約は、ＪＲ東日本のびゅうプラザにてご利用の3日もしくは5日前まで承ります。 

 

（２）駅レンタカー 

観光地を巡る旅行には、列車から降りてすぐにご利用いただける駅レンタカーが便利です。 

   【長野県内の駅レンタカー営業所】 

    長野駅、上田駅、軽井沢駅、佐久平駅、松本駅、塩尻駅、木曽福島駅、上諏訪駅、茅野駅、 

信濃大町駅、飯山駅 

 

 

 

８．キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛 

ＪＲの主な駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で、信州ＤＣ開催地域を目的地とするきっぷまた

は旅行商品等を購入すると貰える引換券付きの専用乗車券袋を「引換店」表示のある NewDays または

KIOSK店舗（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券1枚につき「キリン 生茶（525mlペットボ

トル）」または「キリン 一番搾り生ビール（350ml缶）」のいずれか1本と交換します。ただし、ＪＲ東

日本では「びゅうプラザ」「提携販売センター」等で、旅行商品を購入された方に限ります。 
※ 引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。 

※ 引換期間は平成29年7月1日（土）～9月30日（土）です。 

※ 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。 

 

 

 

９．ＪＲ東日本、ＪＲ東海の取組み 

別紙１及び別紙２をご参照ください。 

 

 

 

詳しくは、駅等で配布する「信州デスティネーションキャンペーン 長野県観光ガイドブック」と信州ＤＣ

公式ホームページ（https://www.shinshu-dc.net/）をご覧ください。 

 

※本件プレスリリースは、北海道運輸・航空記者クラブ、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブ、国土交通記者会、
東海交通研究会、静岡社会部記者クラブ、青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、四国交通記者クラブ、九州ＪＲ記者クラブ等にお
届けしております。 

 

【報道機関お問合せ先】 

 東日本旅客鉄道株式会社 

 広報部報道グループ TEL 03-5334-1300 

 

https://www.shinshu-dc.net/
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ＪＲ東日本の取組み 

 

１．びゅう旅行商品の設定 

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」をキャッチフレーズに、信州ＤＣのテーマである「癒し」

「アウトドア」「歴史・文化」「食」などの観光資源を地域と一体となって掘り起し、受け入れ体制の 

 整備・滞在メニューの充実を図ります。また、広域観光ルート及び二次交通の整備を進め、信州に滞

在しなくては味わえない魅力を商品化します。 

 

（１）「信州」レギュラーパンフレット 

エリアごとのＪＲ＋宿泊をベースに、露天風呂付客室のある宿、秘湯の 

温泉宿などの特色のあるプランや「びゅうばす」など二次交通、「旅市」 

などの現地発着プランやオプショナルプランも設定しています。 

 

（２）「フリースタイル信州」パンフレット 

   お客さまのニーズが多様化していることを鑑み、ＪＲ＋宿泊をベース 

に発駅・着駅・宿泊施設・観光素材等を自由に選び組み立てることが 

できる旅行商品を設定しています。 

基本セットは「往復のJR」＋「宿泊」、旅行期間は最大５泊１４日間！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに、行きの到着駅と帰りの乗車駅が選択可能！自由自在に組み合わせができます！

　◆信州へのアクセス 　◆信州のお宿

出発駅から信州までの往復のJR

　パンフレットに掲載されている
　お宿に、必ず旅行日程中に
　一泊以上ご宿泊下さい※お帰りの乗車日は最大で13日後まで延長可能

STEP　②STEP ① STEP ③

※信州の到着駅・お帰りの乗車駅を設定

　往路の到着駅と復路の乗車駅は違う駅でも利用可能

+
◆観光周遊バス びゅうばす
人気の観光地を訪れる、観光周遊バスの旅！

◆びゅうレンタカープラン
行動範囲がグッと広がる！格安で移動もラクラク！

◆観光オプショナルプラン
信州の旅が充実！便利なプランを用意！

さらに

OP

 

 

信州ＤＣのテーマである「癒し」「アウトドア」「歴史・文化」「食」などの観光資源を掘り起こし、「信州

の山遊び」「信州の美しき朝」「信州の神秘な夜」「信州の美味めぐり」の特集ページで提案します。 

更に長野県内の鉄道沿線エリアの観光素材をオプション商品として設定します。 

 

◆信州の山遊び 

 ・白駒の池・苔の森 アクセスパック                ・なべくら高原・森の家 森林体験ツアー 

 ・富士見パノラマリゾート 花の宝庫 入笠山トレッキング ・志賀高原トレッキングツアー 

・標高1,000ｍの斑尾高原で「ブナ林トレッキング」 ・野沢温泉スキー場でサマースキー・スノーボード 

・車山高原 夏の星空とお散歩ツアー 

◆信州の美しき朝 

 ・白馬八方尾根「北尾根高原」ご来光ツアー  ・公認案内人付  宿坊で朝ごはん 

 ・霧ヶ峰で朝食を 

◆信州の神秘な夜 

 ・姨捨夜景ツアー              ・八方ナイトゴンドラで楽しむ うさぎ平星空観察会 

 ・乗鞍高原 スターライト・ツアー       ・八ヶ岳山麓 宿泊＋星空観察  

◆信州の美味めぐり 

 ・長野表参道 郷土食めぐり         ・城下町松本郷土食 共通利用券 

 ・上諏訪街道 諏訪五蔵 酒蔵めぐり     ・松代地元食材の味を堪能 

 ・桔梗ケ原ワインを満喫           ・観月の名所・長楽寺でおやき作り体験と昼食 

 ・佐久穂 ブルーベリー狩り            ・白馬八方尾根「うさぎ平テラス」で高原ランチ 

別 紙  

※画像は全てイメージです。 
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（３）「ワンデーリゾート信州」「日帰り信州夏の列車旅」パンフレット 

「びゅうばす」と組み合わせた日帰りコース、トレッキング、 

善光寺街あるきコース、諏訪湖花火商品などを設定します。 

また、信州のリゾート列車に加え旧型客車・風っこなどの 

イベント列車を利用した日帰り商品も設定します。 

 

（４）「信州を列車に乗って旅しよう」パンフレット 

「リゾートビューふるさと」「ナイトビュー姨捨」「おいこっと」 

「走る農家レストラン」を中心とした日帰り旅行商品を設定します。 

 

（５）「高原リゾート軽井沢」パンフレット 

「日帰りコース」・「宿泊コース」手軽に楽しめるコースを設定します。 

 

（６）「春・夏スペシャル 昼神温泉郷・早太郎温泉郷」パンフレット 

地元観光局と連携し、特典を加えた宿泊商品を設定します。 

 

（７）「信州諏訪あずさde温泉」「太陽と大地の聖地 別所温泉」パンフレット 

地元温泉組合と連携し、地元の特典と各施設のオリジナル特典がついた商品を設定します。 

 

（８）「木曽路をめぐる旅～とっておき現地観光タクシープラン～」パンフレット 

地元木曽エリアと連携し、現地観光タクシーを活用した旅行商品を設定します。 

 

（９）旅行会社による信州ＤＣ商品の設定 

   首都圏各旅行会社においても、信州ＤＣ専用商品を設定すると共に、一部店舗において信州ＤＣ 

コーナーを作成してＰＲを行います。また「木曽あずさ号」等のイベント列車を利用した団体旅行 

商品も設定します。 

【主なびゅう商品パンフレット（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．観光周遊バス「びゅうばす」の設定 

長野県内の観光地を便利に、効率よく巡る周遊観光バス「びゅうばす」を３コース設定します。定番

の「善光寺・戸隠・小布施」を巡るコースに加え、新たに「御射鹿池と白駒の池・苔の森を訪ねて」 

「戦国武将ゆかりの日本三大不動尊となべくら高原を訪ねて」の２コースを追加します。 

新規① 御射鹿池と白駒の池・苔の森を訪ねて  

上諏訪温泉（上諏訪駅）＝＝ 茅野駅 ＝＝ 御射鹿池 ＝＝横谷温泉旅館（昼食）＝＝ 

                 ＝＝ 白駒の池・苔の森 ＝＝ 佐久市内酒蔵見学 ＝＝佐久平駅 

新規② 戦国武将ゆかりの日本三大不動尊となべくら高原を訪ねて 

長野駅 ＝＝ 米子不動尊＝＝ 須坂市内（昼食含む）＝＝ JA中野市農産物産館 ＝＝  

なべくら高原・森の家 ＝＝ 野沢温泉 ＝＝ 飯山駅 ＝＝ 湯田中駅 

継続 公認案内人と参拝する善光寺と戸隠・小布施を巡る 

長野駅＝＝ 善光寺（公認案内人付参拝） ＝＝ 戸隠（自由散策および昼食）＝＝  

＝＝ 小布施自由散策 ＝＝ 長野駅 

※画像は全てイメージです。 
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３．駅からハイキング 

地域と連携し、駅から手軽にウォーキングしながら、それぞれの地域の魅力や観光スポットをお楽しみ

いただける「駅からハイキング」をＤＣ期間中に２１コース設定します。ＤＣ期間に合わせて、開催期

間の延長や新たに６コースを設定し、より参加し易くなります。 

 

４．キャンペーン・イベント等 

首都圏各地で信州ＤＣのＰＲイベントを行い、信州への誘客を図ると共に、ＤＣ期間中には県内各地で

イベントを行い、信州にまた来ていただく取り組みを行います。イベントの詳細は別途お知らせします。 

（１）ＰＲイベント 

  ①鉄道博物館「信州ＤＣ開催特別企画 今年の夏はＪＲで信州へ！」 

開 催 日：平成29年6月10日（土）～7月9日（日）    

開催場所：大宮鉄道博物館 

 

②ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟 長野支部「信州ＤＣキャラバン」 

開 催 日：平成29年6月14日（水）    

開催場所：新宿駅、上野駅他 

 

③長野県とタイアップした「信州ＤＣ ＰＲイベント」 

開催日 場所 

5月19日（金） ＪＲ大宮駅 

5月20日（土） ＪＲ吉祥寺駅、ＪＲ立川駅 

6月16日（金） ＪＲ大森駅、ＪＲ中野駅 

6月17日（土） ＪＲ品川駅 

（２）期間中イベント 

  ①長野県・ＪＲ東海とタイアップした「信州ＤＣオープニングイベント」 

開 催 日：平成29年7月1日（土）    

開催場所：長野駅東西自由通路イベントゾーン 

 

  ②県内鉄道6社共同企画「信州ＤＣ記念入場券」発売イベント 

開 催 日：平成29年7月1日（土）    

開催場所：松本駅東西自由通路 

 

③「HIGH RAIL 1375」デビュー記念出発式 

開 催 日：平成29年7月1日（土）    

開催場所：小淵沢駅、中込駅 

 

④信州フェアin長野駅 

開 催 日：平成29年7月  8日（土）・ 9日（日）・22日（土）・23日（日） 

8月19日（土）・20日（日）・26日（土）・27日（日） 

9月 9日（土）・10日（日）・23日（土）・24日（日）  

開催場所：長野駅東西自由通路イベントゾーン 

 

  ⑤「信州ＤＣクロージングイベント」 

開 催 日：平成29年9月30日（土）    

開催場所：松本駅 
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５．ＪＲ東日本グループでの展開 

ＪＲ東日本グループの各社がＤＣに連動してキャンペーンの実施や、信州産食材を活用した専用商品を 

発売します。詳細は各社より別途お知らせします。 

（１）首都圏商業施設等での取組み 

① エキナカ 

・首都圏を中心としたNewDays約500店舗で「信州山ごはん」をコンセプトにした商品の販売 

（7月26日～8月7日） 

 

・信州版フィギュア「Lucky Drop」の発売（7月12日発売開始予定） 

信州の魅力あふれる名物をフィギュアにしてカプセルに詰め込み、 

NewDays等に設置される大型カプセル自販機等で販売 

 

・いろり庵きらく他首都圏駅そば店舗で、「信州ジビエコロッケごはんセット」の 

販売（6月29日～9月6日予定） 

 

・ＮＲＥ弁当売店で、信州素材を使用した駅弁の販売（7月1日～9月30日予定） 

 

・ベックスコーヒーショップ約90店舗で信州ジビエを使ったテリーヌを添えた 

「信州ジビエプレート」を販売（6月1日～8月31日） 

 

・ベッカーズ15店舗で「信州ジビエバーガー」を販売（8月1日～9月30日） 

 

・のものブランド各店舗で「長野のもの」を開催（7月12日～9月5日） 

信州の「旬のもの・地のもの・縁のもの」をテーマに長野県の特産品や料理を販売 

 

② ショッピングセンター 

・グランスタ等「東京駅カラダにいいコトFair collaboration with信州」（6月20日～7月14日） 

信州の素材を使用し健康に配慮した商品を開発・販売 

特設の健康体験コーナーご参加で信州ゆかりの景品をプレゼント（無くなり次第終了） 

 

・エキュート「心のごちそう 信州」（7月3日～7月23日） 

全8館の各ショップで、信州の素材を使用した商品を開発・販売 

アルクマや信州上田おもてなし武将隊が登場する館内イベントを実施 

 

・ルミネ「KOKOLUMINE STORE」で”長野のものづくり”をテーマにしたフェアを実施 

 （第1弾7月3日～7月23日、第2段 8月17日～9月3日） 

 

    ・グランデュオ蒲田店「行きたい！食べたい！GRANDUO 夏の信州フェア」 

（7月26日～8月27日） 

      飲食店にて長野の特産品を使った料理、デザート、お酒を提供 

           信州特産品の販売、信州にちなんだイベント等の開催 

 

③ ホテル 

日本ホテルグループ「産地と技の饗宴 信州フェア」（5月15日～7月14日） 

ホテルメトロポリタン(池袋)、ホテルメトロポリタン丸の内で、信州産の 

高品質な農産物と豊かな観光資源を発信するレストランフェアを実施 

 

 

※画像は全てイメージです。 
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（２）長野県内商業施設等の取組み 

① エキナカ 

・一部弁当売店で、弁当製造会社5社による信州産の食材を使用した「信州山ごはん」 

駅弁の販売 

 

    ・長野駅、松本駅、塩尻駅、茅野駅の一部駅そば店舗にて「信州鹿肉そば」「鹿肉ハンバー 

グそば」を販売（販売店舗拡大3店舗→7店舗）※一部店舗「信州鹿肉そば」のみ取扱い 

          （4月27日～） 

 

・長野駅、上田駅、軽井沢駅、飯山駅、松本駅、塩尻駅、茅野駅、信濃大町駅の一部 

NewDays・駅そば店舗及び、県内一部SA・PAにて「信州山ごはん 鹿肉入りおやき」 

の販売（4月27日～） 

信州産鹿肉、野沢菜、信州みそを使用したネクスコ東日本グループとの共同企画商品 

  

・焙煎そば粉EXを活用した6次産業化新商品「信州アルクマ揚げそば」を 

     塩味、わさび味の2種類をNewDays等で販売（7月1日～） 

 

  ・NewDays、KIOSK全店舗で長野県PRキャラクター「アルクマ」の限定グッズの販売 

   駅長バージョンの「ぬいぐるみ」、「キーホルダー」を数量限定販売（各1,000個） 

   （7月8日～） 

② 車内販売 

  ・北陸新幹線、特急あずさ号車内販売で信州特産品の販売（7月1日～9月30日） 

   

・小海線観光列車「HIGH RAIL 1375」にて沿線特産品を使用した 

お土産やオリジナル商品を販売（7月1日～） 

 

③ ＪＲＥポイントとの連携  

     首都圏各駅で配布する「いただきッ、信州。」パンフレットのチケット持参で、ＭＩＤＯＲＩ長野

店、ＭＩＤＯＲＩ松本店でＪＲＥポイント プレゼント 

 

④ Suicaとの連携 

「信州のお買いものはSuicaで！」キャンペーン開催（7月1日～9月30日） 

信州ＤＣ期間中にエントリーし、信州エリアの対象店舗等でSuica等交通系電子マネーを使って、

累計1,000円（税込）以上のお買いものをすると、抽選で信州エリアの特産品が当たる 

 

⑤ ビューカードとの連携 

ビューカード 信州ＤＣ×ビューカードキャンペーン（7月1日～9月30日） 

     期間中の利用金額１万円を１口として、キャンペーンにエントリーしたビューカード会員の中か

ら抽選で信州の名産品等をプレゼント。また連動企画として、ＭＩＤＯＲＩ長野店および松本店、

ホテルメトロポリタン長野をご利用のビューカード会員には別に抽選で賞品をプレゼント 

 

⑥ 安曇野市及び同市内農家と連携した収穫祭イベントの実施（8月26日） 

     安曇野市及び市内農家と連携し、6次産業化商品のPR並びに安曇野産ホップを使用した地ビール

や旬な野菜の販売を実施 

 

⑦ 信州ジビエとNAGANO WINEのコラボレーションイベントの実施（8月26日～27日） 

     NAGANO WINE応援団運営委員会と連携した、信州ジビエ振興イベントを開催 

 

※画像は全てイメージです。 
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６．大人の休日倶楽部の展開 

ＪＲ東日本のシニア世代の会員組織である「大人の休日倶楽部」の会員の皆さまに対して、信州に来て 

いただく取り組みを行います。 

（１）「大人の休日倶楽部趣味の会フェスティバル in 長野」（7月1～2日）  

「大人の休日倶楽部」会員さまで構成される「趣味の会」の皆さまが信州に来られ、長野駅イベント

スペースでの発表会や、信州の観光地でのスケッチや写真撮影等を行います。 

（２）大人の休日倶楽部会員誌での信州特集  

「大人の休日倶楽部」会員さま向けの会員誌にて、「山の信州」にちなんだ特集記事を掲載します。 

（３）信州ＤＣ期間中に「 大人の休日倶楽部パス」を発売 

利用期間：2017年6月22日（木）～7月4日（火）または、8 月31 日（木）～9 月12 日（火） 

発売金額：ＪＲ東日本管内15,000円（連続する4日間有効） 

ＪＲ北海道＋ＪＲ東日本管内 26,000円（連続する5日間有効） 

※詳しくは専用サイトをご覧ください。 

 

７．宣伝展開・装飾 

ＪＲ東日本グループの様々な媒体を活用し、信州にお越しいただくための宣伝展開を図ります。 

（１）大人の休日倶楽部ポスター・TVCM 

吉永小百合さんを起用したTVCMの放映やポスターの掲出をします。 

 

 

ポスター掲出期間： 

・5月19日（金）～9月30(土) ＪＲ東日本・ＪＲ北海道エリアにて掲出 

TVCM放映期間： 

・5月19日（金）～6月１日（木）：東日本・北海道エリアにて放映 

・6月26日（月）～7月9日（日）：東日本・北海道・北陸エリアにて放映 

 

（２）新幹線車内誌「トランヴェール」での信州特集 

新幹線に設置している「トランヴェール」7月号で信州の特集記事を掲載します。 

（３）ビューカード会員誌での信州特集 

ビューカード会員さまにお送りしている「VIＥW’s news」、「VIEW Premium」で信州の特集記事を 

掲載します。 

（４）各種ポスターの掲出 

ＪＲ東日本長野支社作成のポスター及び地元自治体とタイアップしたポスターを首都圏を 

中心としたＪＲ各駅に掲出します。 

（５）主要駅でのプロモーション映像の放映 

首都圏を中心とした各駅のデジタルサイネージやディスプレイを活用し、信州のプロモーション映像 

を放映します。 

（６）びゅうプラザでの店舗装飾 

ＪＲ東日本エリアのびゅうプラザにおいて、信州への 

送客を意識した店舗ディスプレイを行います。 

   

信州・白駒の池篇（イメージ） 信州・森林ヨガ篇（イメージ） 

のぼり旗・フラッグ（イメージ） びゅうプラザ店舗装飾用 

バックボード（イメージ） ※画像は全てイメージです。 
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８．ＪＲ東日本グループ長野エリアでのおもてなし 

信州に来られた方に歓迎の意を表す駅装飾等を行うと共に、長野県と連携した信州ＤＣならではの 

おもてなしを行います。 

（１）長野県内各駅での歓迎装飾 

   各駅で信州に来られた皆さまへの歓迎の装飾を行います。 

 

 

 

 

（２）駅舎の美化塗装 

   信州ＤＣに向け、小海線の駅舎の美化塗装（９駅実施）を行い、お客さまに 

気持ち良くご利用いただける駅になります。 

 

（３）花装飾によるおもてなし 

県の「花でおもてなし運動」と連動し、ＪＲ東日本グループの各駅、施設等において花による装飾を 

行います。 

（４）「信州ＤＣおもてなし隊」への参画 

長野県内ＪＲ東日本グループ全社が県の「信州ＤＣおもてなし隊」に登録し、信州ＤＣのおもてなし 

運動に取り組みます。 

 

長野駅装飾（イメージ） 

北中込駅 太田部駅 

小海線駅美化塗装（イメージ） 

※画像は全てイメージです。 


