
 

２０１８年５月１８日 

東日本旅客鉄道株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

 
「信州アフターデスティネーションキャンペーン」の展開について 

 
 ＪＲ東日本とＪＲ東海では、２０１８年７月から９月まで長野県、地元自治体及び観光
関係者等の皆さまと連携し、信州アフターデスティネーションキャンペーンを開催します。 

ＪＲ２社が連携した観光列車の運行や旅行商品など、首都圏・中京圏を中心に情報発信

を行いますので、魅力溢れる夏の信州へ、是非お出かけください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

特製バッチ  

１ 信州アフターデスティネーションキャンペーン概要 

期  間： ２０１８年７月１日（日）～９月３０日（日） 

開催地域： 長野県全域 

キャッチフレーズ：「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」 

コンセプト： “信州で人生が変わる”  

 
２ ＪＲ東日本とＪＲ東海共同の取組み 

（１） 観光列車の運行  【別紙 1】参照 
期間中、ＪＲ東日本とＪＲ東海が連携して、 

観光列車を共同運行するほか、県内各地で 

魅力溢れる列車を運行します。 

（２）ウォーキングイベント 【別紙 2】参照 

ＪＲ東日本「駅からハイキング」とＪＲ東海「さわやかウォーキング」の共同開

催のコースを設定します。それぞれのコースで先着５００名様に特製「駅名バッジ」

をプレゼントします。 
 
 
 
（３）宣伝展開 

信州キャンペーン実行委員会が制作した夏の信州の魅力を訴求するパンフレッ
ト及びポスター、ＪＲ東日本とＪＲ東海が共同で制作する観光列車のポスターを首
都圏・中京圏を中心に掲出します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３  ＪＲ東日本の取組み 【別紙３】参照 
  

 
× 

長野県 

PRキャラクター 

「アルクマ」 
（信州ＤＣバージョン） 

○C長野県アルクマ 

14-0020 

  

（車両イメージ） （車両イメージ） 

パンフレット（実行委員会） ポスター（実行委員会） ポスター（実行委員会） ポスター（ＪＲ２社） 

※画像・イラストは全てイメージです。 



 

【別紙 1】観光列車の運行 

ＪＲ東日本とＪＲ東海が連携して直通列車を運転するほか、それぞれの会社でも魅力的

な観光列車を合計 407本運行します。夏の信州を観光列車で、是非お楽しみ下さい。 

 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運行日 編成 

快速 木曽路満喫号 
長 野 8:35 中津川 12:15 

7/1 
189系 6両 

（全車指定席） 中津川 14:53 長 野 18:18 

特急 木曽あずさ号 
新 宿 9:24 南木曽 13:50 7/28・8/25 189系 6両 

（全車指定席） 南木曽 16:02 新 宿 20:42 7/29・8/26 

快速 飯田線リレー号 
辰 野 12:30 駒ケ根 13:24 7/28・8/25 313系 3両 

（全車指定席） 駒ケ根 16:33 辰 野 17:34 7/29・8/26 

特急 諏訪しなの号 
名古屋 7:02 小淵沢 9:45 9/8 383系 4両 

（全車指定席） 小淵沢 14:02 名古屋 17:14 9/9 

快速 

HIGH RAIL 1号 小淵沢 10:30 小 諸 12:31 

7/1・6-8・13-16・20-23・27-30 

8/2-7・9-14・16-21・23-28・30・31 

9/1・2・7-9・14-17・21-24・28-30 

キハ 110・100系 

2両 

（全車指定席） 

HIGH RAIL 2号 小 諸 14:22 小淵沢 16:54 

HIGH RAIL星空 小淵沢 18:12 小 諸 21:41 

快速 おいこっと 
長 野 9:15 十日町 11:50 7/1・7・8・14-16・22・28 

8/4・5・11・12・19・25 

9/1・8・9・16・17・22・24・29 

キハ 110系 2両 

（全車指定席） 十日町 15:30 長 野 18:07 

快速 
リゾートビュー 

ふるさと 

長 野 9:04 南小谷 12:47 
7/1・2・6・8・9・14-16・20-31 

8/1-14・16-23・26-31 

9/1-3・7・9・10・14-17・21・23・

24・29・30 

HB-E300系 2両 

（全車指定席） 南小谷 15:16 長 野 18:28 

快速 
ナイトビュー 

姨捨 

長 野 18:48 姨 捨 19:22 7/6・7・14・20・21・27・28 

8/3・4・25・31 

9/1・7・8・14・15・21・22・29 

HB-E300系 2両 

（全車指定席） 姨 捨 20:24 長 野 20:58 

快速 いいやま風っこ 
長 野 8:54 森宮野原 11:36 

9/2 
キハ 48形 2両 

（全車指定席） 森宮野原 13:20 長 野 16:07 

快速 風っこ善知鳥
う と う

 

塩 尻 9:59 富士見 12:35 

9/9 

DD16＋キハ 48形 

2両＋EF64 

（全車指定席） 富士見 13:20 塩 尻 16:51 

快速 
北アルプス 

三蔵ほろ酔い号 
松 本 13:24 信濃大町 14:25 9/1 

211系 3両 

（全車自由席） 

快速 
伊那ツイン 

アルプス号 

名古屋 6:17 伊那市 9:54 
9/2 

313系 3両 

（全車指定席） 伊那市 13:50 名古屋 18:00 

急行 飯田線秘境駅号 
豊 橋 9:50 飯 田 15:30 

7/20-22 
373系 3両 

（全車指定席） 飯 田 13:03 豊 橋 17:54 

 

※運転時刻や編成等は変更となる可能性があります。 



 

【別紙 2】ウォーキングイベント 

ＪＲ東日本「駅からハイキング」とＪＲ東海「さわやかウォーキング」の共同開催コー

スを設定します。２つのコースでは、それぞれ先着５００名様に特製「駅名バッジ」をプ

レゼントします。 

 
１ ＪＲ東日本「駅からハイキング」×ＪＲ東海「さわやかウォーキング」共同開催概要 

 
（1）伊那市駅設定コース 

    日   時：平成３０年９月２日（日） 

  コース内容：中央アルプスと南アルプス、二つのアルプスに抱かれる街、伊那市。

その美しいアルプスの眺望を楽しみながら、伊那市の魅力溢れる街

並みと観光スポットの散策をお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 

（2）上諏訪駅設定コース 

 日   時：平成３０年９月８日（土） 

    コース内容：現代の街並みにひっそりと佇む江戸時代の面影。歴代の高島城藩主

の史跡が多く残り、見所が多いコースです。諏訪の歴史に触れる散

策をお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 
２ 特製「駅名バッジ」について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊那市駅 ⇒ 伊那市創造館 ⇒ 伊那部宿入口 ⇒  

旧井澤家住宅 ⇒ 春日公園 ⇒ はたらくじどうしゃ博物館 

⇒ セントラルパーク ⇒ 漆戸醸造 ⇒ 伊那市駅 

上諏訪駅 ⇒ 丸高蔵 ⇒ 高島城 ⇒ 小和田地区小路群  

⇒ 八劔神社 ⇒ 貞松院 ⇒ 手長神社 ⇒ 温泉寺 ⇒ 

一里塚  ⇒ 上諏訪駅 

（風景イメージ） 

（風景イメージ） 

９月２日伊那市バッジ ９月８日上諏訪駅バッジ 

※画像・イラストは全てイメージです。 



 

1 
 

【別紙３】ＪＲ東日本の取組み 

 ＪＲ東日本では、信州ならではの「食・体験」に重点をおき、魅力あふれる信州の旅を 

ご提案いたします。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                旅行商品を多数ラインナップ！！ 

「ご当地グルメ」や「体験」などをリニューアルし、行程が自由に組み立てられることで好評

の「フリースタイル信州」など旅行商品を多数ご用意しました。

◆「ご当地グルメ」⇒「白馬ガレット」、軽井沢で「バーベキュー」など新規追加 

◆「体験」⇒名月の里姨捨での「そば打ち体験」など新規追加 

ポイント１   

              「のってたのしい列車」の旅行商品を充実！！ 

「HIGH RAIL 1375」「おいこっと」など、信州を走る個性豊かな観光列車「のってたのしい列車」

を更に楽しんでいただくため、旅行商品のバージョンアップを図りました。 

◆「HIGH RAIL 1375」⇒旬な地元の食材を使用したブランチにリニューアル 

◆「おいこっと」⇒飯山で座禅体験、信州のおいしいお米で釜炊き体験を新規追加 

◆「リゾートビューふるさと」⇒八方尾根散策とうさぎ平でピザ作り体験を新規追加 

ポイント２ 

              「びゅうばす」で巡る人気観光地！！ 

信州の人気観光地を「びゅうばす」で巡ります。 

◆昨年、大人の休日倶楽部のＣＭで注目度がアップした「白駒の池コース」を継続運行 

◆なべくら高原コースに人気の「SORA terrace」を追加 

ポイント４ 

                好評発売中！ 

「信州アルクマ揚げそば」に新味登場！！ 

昨年の信州 DCに合わせ販売を開始した「信州山ごはん駅弁」など継続販売する 

ほか、ご好評いただいている「信州アルクマ揚げそば」に新味が登場します。 

◆好評につき「信州山ごはん駅弁」「信州鹿肉そば」など継続販売 

◆「信州アルクマ揚げそば」に新味を追加予定 

 

ポイント５ 

ポイント３ 

              「旅行商品専用イベント列車」を運転！！ 

信州を走る個性豊かな観光列車の食事などをグレードアップし 

「旅行商品専用イベント列車」として運転します！ 

◆「走る農家レストラン」⇒地元食材を使用した創作料理が新登場 

◆「リゾートビュー びすとろ」⇒食事とワインが楽しめる列車として新登場 
◆「ナイトビュー姨捨スペシャル」⇒姨捨駅夜景バーラウンジ「更科の月」でのディナーが 

好評につき、昨年１回の設定を３回に増便 

（P2～P3参照） 

（P3～P4)参照） 

（P4参照） 

（P5参照） 

（P6参照） 

バーベキュー 

更級の月（イメージ） 

ピザ作り体験 

駅弁（イメージ） 

（イメージ） 

（イメージ） 
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◆上高地 ◆名物（白馬の蕎麦ガレット） 

◆信州の朝（北尾根高原） ◆信州の星空観察（八ヶ岳の星空） 

◆信州の文化（飯山座禅体験）     

◆信州の夜（青木湖ホタルツアー） 

１ びゅう旅行商品の設定 

（１）「フリースタイル信州」（５/２１以降発売予定） 

    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人気の旅行商品。 

 ご当地グルメとして人気の「馬肉・山賊焼きなど」に加え、白馬産の 

蕎麦粉を使用した「白馬ガレット」軽井沢で「信州産牛の手ぶらＢＢＱ」などを新規追加。 

また、「信州の朝・夜」など人気な体験商品に加え、姨捨での「そば打ち体験」や飯山での

「座禅体験」なども新規追加。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「日帰り 信州の旅」「日帰り 信州夏の列車旅」（５/３１以降発売予定） 

「びゅうばす」と組み合わせた日帰りコース、トレッキング、 

街あるきコースなどを設定します。 

また、「風っこ」などの「イベント列車※1」や「旅行商品専用 

イベント列車※2」などを利用した日帰り旅行商品を設定します。 

   ★軽井沢の老舗「万平ホテル」でオリジナルランチ（びゅう特別メニュー） 

     ジョン・レノン直伝ロイヤルミルクティー付き 

    ※1 イベント列車の運転日、時刻等については「別紙 1 列車施策」を参照ください。 

※2 旅行商品専用イベント列車については P3を参照ください。 

 

（３）「レギュラー信州」（好評発売中） 

往復の交通と宿を気ままにセレクトでき、エリアごとの宿泊施設の他、 

露天風呂付客室のある宿など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。 

◆7月～9月限定で信州エリアにご宿泊のお客さまを対象に、お荷物 1個 500円で 

ご自宅へ配送するサービスを行います（一部施設除く）。 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

（イメージ） 
（イメージ） （イメージ） 

（イメージ） （イメージ） （イメージ） 
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（４）「高原リゾート軽井沢」（好評発売中） 

軽井沢を手軽に楽しめる「日帰りコース」や往復の交通をアレンジできる 

「宿泊コース」、軽井沢散策に便利なオプショナルプランやレンタカー 

プランをご用意します。 

   ◆好評の「星野リゾート ハルニレテラス」でのお食事や温泉で利用できる 

「星野エリア共通利用券 1000円分」が付いた日帰り旅行商品を継続設定。 

 

（５）「春・夏スペシャル 昼神温泉郷・早太郎温泉郷」（好評発売中） 

地元観光局と連携し、上諏訪駅から直通バス運行や特典を加えた宿泊商品を 

設定します。 

   ◆月替わりの阿智村周遊バスや満天の星空観察オプショナルプランなどご用意。 

 

（６）「信州諏訪あずさ de温泉 夏の旅」（好評発売中） 

地元旅館組合と連携し、各施設のオリジナル特典がついた旅行 

商品を設定します。 

 ★お得な限定列車の他、お好きな特急あずさ号をご利用いただける 

ようになりました。 

 

（７）「木曽路をめぐる旅～観光タクシー付宿泊パック～」（好評発売中） 

地元木曽エリアと連携し、観光タクシーを活用した旅行商品を設定します。 

   ★「うれしいポイント」で、木曽ひのき箸付き。 

 

（８）「白馬 Alps花三昧」（６月上旬発売予定） 

地元観光局と連携し、白馬山麓の夏を彩る花のフェスティバル 

「白馬 Alps花三昧」を楽しめる旅行商品を設定します。 

   ★定番の日帰り・宿泊コースやオプショナルプランの他、 

「リゾートビューふるさと」を利用するコースを新規設定します。 
 
 
２ 「旅行商品専用イベント列車」 

観光列車「おいこっと」「リゾートビューふるさと」の車両を使用し、食事のグレード 

アップや姨捨駅夜景バーラウンジ「更級の月」でのスペシャルディナーなど特別感のある「旅

行商品専用イベント列車」を運転します！ 

（注1） びゅう商品ご利用のお客様以外はご乗車いただけません。 

（注2） 運転日、車両、時刻等は変更になる場合があります。 

（１）「走る農家レストラン」（長野駅⇔森宮野原駅） 

    飯山線観光列車「おいこっと」の車両（キハ 110系２両）を使用し、飯山線沿線で採れた

その季節ごとの野菜やお肉を郷土料理として提供します。 

７月９月の昼食は新登場の創作料理、８月の昼食は和食をご提供！ 

出発日：７/２１、８/１８、９/１５ 

行 き：長野駅１１：０５頃発 ⇒ 森宮野原駅１３：２０頃着 

帰 り：各種体験コース ⇒ 長野駅１８：０７頃着 

※詳しくは専用パンフレットを参照ください。 

パンフレット（イメージ） 

（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット 

パンフレット 

おいこっと 

（イメージ） 
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（２）「リゾートビューびすとろ」（長野駅⇔南小谷駅） 

 リゾートビューふるさと（HB-E300系）の車両を使用し、素材にこだわった昼食と 

デザート、ワインを提供する列車として新登場！ 

 白馬八方尾根散策などのオプショナルプランもご用意しました。 

出発日：７/７、８/２５、９/２２ 

行 き：長野駅９：０４頃発 ⇒ 南小谷駅１２：４７頃着 

帰 り：南小谷駅１５：１６発 ⇒ 長野駅１８：２８頃着 

※詳しくは５/３１以降、専用パンフレットを参照ください。 

 

（３）「ナイトビュー姨捨スペシャル」（長野駅⇔姨捨駅） 

 リゾートビューふるさと（HB-E300系）の車両を使用し、クルーズトレイン 

「ＴＲＡＩＮ ＳＵＩＴＥ 四季島」の旅にご参加のお客さまにご利用いただいている 

姨捨駅夜景バーラウンジ「更級の月」でのスペシャルディナー。 

 好評につき昨年１回の設定を３回に増加しました！ 

出発日：７/１３、８/２４、９/２８ 

行 き：長野駅１８：４８頃発 ⇒ 姨捨駅１９：１８頃着 

帰 り：姨捨駅２０：４８発 ⇒ 長野駅２１：１６頃着 

※詳しくは５/３１以降、専用パンフレットを参照ください。 

 

 

３ 「のってたのしい列車」の旅行商品（好評発売中） 

    デビューから１周年を迎える「HIGH RAIL 1375」や「おいこっと」「リゾートビュー 

ふるさと」「ナイトビュー姨捨」と信州を走る個性豊かな「のってたのしい列車」の旅を 

楽しんでいただくために、バージョンアップした旅行商品をご用意しました。 

※列車の運転日、時刻等については「別紙 1 列車施策」を参照ください。 

 

（１）「ＨＩＧＨ ＲＡＩＬ １３７５」（小淵沢駅⇔小諸駅） 

  「１号」のブランチ、「２号」のスイーツは旬な地元の食材を使用し 

リニューアルしました。「星空」では特製弁当または特製野沢菜カツサンドを 

チョイスできる旅行商品の他、新たに「八ヶ岳グレイスホテル」宿泊コース 

をご用意しました。 

※詳しくは専用パンフレットを参照ください。 

 

（２）「おいこっと」（長野駅⇔十日町駅） 

  日本人の心のふる里を思い起こさせる飯山線で、千曲川の流れや里山など 

 のどかな風景をお楽しみいただける「おいこっと」では、飯山での座禅体験や 

信州のおいしいお米で釜炊き体験を新規追加しました。 

※詳しくは専用パンフレットを参照ください。 

 

（３）「リゾートビューふるさと」（長野駅⇔南小谷駅） 

姨捨駅の展望や北アルプス山麓の絶景が楽しめる「リゾートビューふるさと」 

この夏、八方尾根散策とうさぎ平でピザ作り体験を新規追加しました。 

※詳しくは専用パンフレットを参照ください。 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

リゾートビュー 

（イメージ） 
ふるさと 

リゾートビュー 

（イメージ） 

ふるさと 

パンフレット（イメージ） 
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４ 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２コース設定 

します。昨年、大人の休日倶楽部ＣＭ放映もあり、好評をいただいた「白駒の池コース」は本

年も継続運行します。また、なべくら高原コースには人気の雲の上テラス「SORA terrace」 

を追加して運行します。 

※詳しくは「レギュラー信州（好評発売中）」又は「フリースタイル信州（（５/２１以降発売予定））を参照ください 

◆御射鹿池と白駒の池・苔の森を訪ねて  運行日：6月 2日（土）～9月 30日（日）の土曜・休日 

絵画のモデルでも有名な「御射鹿池」を散策後、北八ヶ岳の広大な原生林の中にある神秘的

な湖である「白駒の池・苔の森」を現地ガイドと共に散策します。 

【行程】 

上諏訪駅（9:35頃）＝＝ 茅野駅（10:05頃） ＝＝ 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（16:50頃） 

 

◆雲の上のテラス「SORA terrace」と小布施・なべくら高原を訪ねて 

  運行日：7月 7日（土）～9月 29日（土）の土曜日、7月 15日（日）、9月 16日（日）・23日（日・祝） 

幻想的な雲海で人気の雲の上テラス「SORA terrace」、小布施散策、美しいブナ林が広がる 

「なべくら高原」の散策をお楽しみください。 

【行程】 

長野駅（9:30頃） ＝＝ 小布施（昼食含む）＝＝ なべくら高原・森の家  

＝＝SORA terrace＝＝ 湯田中駅＝＝長野駅（18:00頃） 

 

５ 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」を期間中に 16コース設定します。 

詳しくは「駅からハイキング」専用ホームページ（https://www.jreast.co.jp/ekihai/）を

ご覧ください。 

 

６ ＰＲイベント等 

首都圏各地でＰＲイベントを実施し信州への誘客を図ると共に、信州への再来訪を促す 

おもてなしイベント等を地元の皆様と実施します。 

（１）「信州アフターＤＣ ＰＲキャラバン」 

開 催 日：平成 30年 5月 18日（金）  

開催場所：大宮駅 

内    容：パンフレット・ノベルティ配布・抽選会等 

       

（２）「信州フェア in 品川駅」 

開 催 日：平成 30年 6月 20日（水）21日（木） 

開催場所：品川駅 

 内  容：市町村による観光ＰＲキャラバン・物販等 

御射鹿池（イメージ） 

SORA terrace（イメージ） 

PRキャラバン（イメージ） 
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（３）「信州アフターＤＣ オープニングイベント」 

開 催 日：平成 30年 7月 1日（日） 

開催場所：松本駅 

内  容：オープニングアトラクション 

     主催者あいさつ 

     「木曽路満喫号」お見送り 等 

 

（４）「ＨＩＧＨ ＲＡＩＬ 1375」１周年イベント 

開 催 日：平成 30年 6月 30日（土）・７月１日（日） 

開催場所：中込駅 

    内  容：6月 30日（土） 

         感謝祭  沿線ご当地キャラ大集合 

              特産品等プレゼント 

        ７月１日（日） 

         記念式典 主催者あいさつ 

              特産品等プレゼント 
 

（５）その他 

各自治体、観光関係者による首都圏を中心としたＰＲキャラバンを実施予定。 
  

７ ＪＲ東日本グループでの展開 

    昨年の信州ＤＣを記念し、県産食材を使用して開発された駅弁は引続き販売しているほか、

好評発売中の「信州アルクマ揚げそば」に新味が登場予定です。 

（１） 信州産の食材を使用した「信州山ごはん（駅弁）」「信州鹿肉そば」 

「信州山ごはん 鹿肉入りおやき」  

    信州産の食材を使用した駅弁を一部弁当販売店で販売するほか、 

一部駅そば店舗にて信州鹿肉そば、鹿肉入りおやきを継続販売。 
 

商品名 発売予定駅 価格（税込） 

信州山ごはん あぶり豚の蕎麦みそ弁当 長野駅 1,000円 

信州山ごはん 八彩弁当 長野駅 1,300円 

信州山ごはん 北回廊弁当（二重） 長野駅 1,450円 

信州山ごはん 米豚のめし 松本駅 1,000円 

信州山ごはん とりめし 梓 松本駅、塩尻駅 1,200円 

信州山ごはん 明治亭鹿肉ソースかつ丼弁当 長野駅 1,890円 

信州鹿肉そば 長野駅、松本駅、茅野駅、塩尻駅 ※１ 

信州山ごはん 鹿肉入りおやき 
長野駅、松本駅、信濃大町駅、上田駅、飯山駅の 

そば店舗、長野県内の NewDays、NewDaysKIOSK 

※１ 

※２ 

※１ 店舗により取扱いが無い場合がございます。又、店舗により価格が異なります。 

※２ 店舗により価格が異なります。又、 県内一部の道の駅、高速 SA・PA、ドライブイン等でも販売いたします。 
※期間により取扱いの無い店舗がある場合がございます。 
 

（２）６次産業化商品「信州アルクマ揚げそば」新味の発売 

    現在好評販売中の焙煎そば粉 EXを活用した 6次産業化商品 

「信州アルクマ揚げそばシリーズ」に新味を追加予定。 

駅構内店舗等で販売。（７月上旬発売予定） 

※詳細は後日 JR長野支社ホームページ等でご案内いたします。 

ＨＩＧＨ ＲＡＩＬ 1375（イメージ） 

信州鹿肉そば（イメージ） 

（イメージ） 

オープニングイベント（イメージ） 

信州アルクマ揚げそば 



 

7 
 

８ 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で、「山の信州」にちなんだ特集記事を掲載 

します。 

（２）期間中におトクな会員限定の「大人の休日倶楽部パス」を発売 

利用期間：○「大人の休日倶楽部パス（東日本）」 

2018年 6月 21日（木）～7月 3日（火）の連続する 4日間 

○「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）」 

2018年 6月 21日（木）～7月 3日（火）の連続する 5日間 

○「大人の休日パス 秋の東日本・北海道スペシャル」 

2018年 9月 3日（月）～9月 12日（水）の連続する 5日間 

発売金額：ＪＲ東日本管内 15,000円、ＪＲ北海道＋ＪＲ東日本管内 26,000円 

※詳しくは専用サイトをご覧ください。 

 

 

９ 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）各種ポスターの掲出 

ＪＲ東日本長野支社作成のポスターを東日本エリアの各駅に掲出します。 

 

（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）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。 

 

（４）駅やびゅうプラザでの装飾 

ＪＲ東日本エリアの駅やびゅうプラザにおいて、信州をＰＲする 

装飾などを行います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

フラッグ（イメージ） スイングポップ（イメージ） ミニのぼり旗（イメージ） 
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10 ＪＲ東日本グループ長野エリアでのおもてなし 

信州に訪れたお客さま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 

アフター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）「信州ＤＣおもてなし隊」の活動強化 

「手を振ろう！運動」「花でおもてなし運動」を地域と連携し実施します。 

手を振ろう！運動（イメージ） 花でおもてなし運動（イメージ） 

歓迎装飾（イメージ） 歓迎装飾（イメージ） 


