
２０１３年６月２４日 
東日本旅客鉄道株式会社 

 

祝・世界文化遺産登録！ 

「中央線で富士山ＧＯ！」中央線で富士山へ出かけてみませんか 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ⅰ 中央線の臨時列車の設定 

富士山へのお出かけに便利な中央線臨時列車を 2013 年 7 月 1 日（月）から 9月 30 日（月）
の期間中計 597 本設定します。 
○ 特急列車 197 本  

※大月駅へ午前中に到着する下り列車、大月駅を午後出発する上り列車の合計 
（富士急行線への乗換駅である大月駅に停車する特急「あずさ｣｢かいじ｣です） 

○ 富士急行線直通快速列車 170 本  
（中央線から富士急行河口湖駅へ直通する「山梨富士号」「ホリデー快速富士山号」です） 

○ 快速富士山リレー号 230 本  
（高尾駅～大月間をノンストップで運転する便利な列車です） 

 ※ 運転時刻などの詳細は別紙をご参照ください。 
 

Ⅱ おトクなきっぷや「びゅう」旅行商品の発売 

１ バスで富士山五合目まで行ける！「世界遺産・富士山フリー乗車券」を発売します。 

○ 発売期間：2013 年 6 月 30 日（日）～11 月 29 日（金）  
○ 利用期間：2013 年 7 月  １日（月）～12 月  １日（日） 
○ 発売箇所：ＪＲ東日本の首都圏の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口、

びゅうプラザまたは主な旅行会社 
○ 主な価格：東京都区内、横浜市内、大宮～川口・戸田公園発 

（おとな：4,500 円、こども：2,250 円） 
○ 効  力:大月駅までのJR線が往復でご利用いただけます。また、富士急行

線（鉄道）全線、レトロバス（河口湖駅～西湖～青木ヶ原周遊）、ふ

じっ湖号（富士山駅～忍野八海～山中湖周遊）、富士登山バス（富

士山駅･河口湖駅～富士山五合目間）が2日間乗り降り自由です。 

○ このたび「富士山」の世界文化遺産登録が決定したことを記念して、ＪＲ東日本は様々な取組みを実施しお
祝いムードを盛り上げてまいります。 

○ 中央線特急列車も臨時列車を設定するほか、中央線から富士急行河口湖駅へ直通する快速列車を新規
に設定します。 

○ 富士山へのお出かけに便利でおトクなきっぷや旅行商品を設定するほか、インターネット指定席予約サイ
ト「えきねっと」でもご利用者向けキャンペーンを実施します。 

○ 訪日旅行のお客さま向けには富士山へのお出かけに便利でおトクなきっぷなどを発売します。これらの商
品を海外で積極的にＰＲするほか、国内においても東京駅「JR EAST Travel Service Center」内に富士山

専用コーナーを設置しお迎えするなど、訪日旅行のお客さまの増加に向け様々な取組みを実施します。 



※発売はご利用日開始日の 1 ヶ月前から前日までとなります。ご利用日当日の発売はいたしません。 

※首都圏以外のびゅうプラザまたは主な旅行会社においても、設定区間を着地に含む旅行商品と組み

合わせてご購入される場合には発売します。 

※JR 線、富士急行線（鉄道）では普通列車（快速含む）普通車自由席がご利用いただけます。別に特

急券をお求めいただくことで、特急列車などもご利用いただけます。 
※富士登山バスは毎年３月中旬～11 月・年末年始に運行予定です。 

 

２ 富士山麓エリアの観光をお楽しみいただける、びゅう旅行商品をご用意しています。 

（１）「びゅうばす富士山麓号」の発売（発売中） 
「びゅうばす富士山麓号」は、石和温泉から河口湖駅・河口湖温泉を経
由して、忍野八海や北口本宮冨士浅間神社といった富士山麓の見どころ
や、ほうとうをお楽しみいただける、びゅう旅行商品ご利用の方専用の
観光周遊バスです。気軽に楽しめる日帰りコースとゆったりと温泉を堪
能できる宿泊コースの２つをご用意しています。 
※詳しくはパンフレット「びゅうばす 富士山麓号」、またはホームペ
ージをご覧ください。 

 
（２）「富士山スペシャル 駅レンタカーで巡る山梨富士」の発売 

大月駅発の駅レンタカーが付いて、富士山麓エリアを自由に観光いただける商品を発売いた
します。大月までは渋滞なしの鉄道で到着、現地での観光をじっくりと自由にお楽しみくだ
さい。宿泊コースではお帰りの返車を甲府駅とすることもできますので、観光プランの幅が
広がります。 
※詳しくは、7 月中旬掲出予定のパンフレット「富士山スペシャル 駅レンタカーで巡る
山梨富士」、またはホームページをご覧ください。 

 

３ 「大人の休日倶楽部」会員専用のツアー商品を発売します。 

（１）「大人の休日倶楽部」会員専用エスコートツアーの発売（発売中） 
   富士山周辺の観光地を回り、美しい富士山を眺めるツアーや富士山の歴史・文化を「文化遺

産解説員」と巡るガイドツアー、日帰りのトレッキングツアーなどを取り揃えました。 
※会員の皆さまには会員誌同封の「旅カタログ楽７月号（6 月 25 日発行）」、「日本の旅、
鉄道の旅」ホームページでお知らせします。 

    
（２）ＮＨＫ「きょうの健康」協力「山梨富士」の自然を満喫「旅して健康！」セミナー開催 

番組に出演の健康づくりの専門家である津下医師をお迎えし、健康寿命を延ばすコツ、歩き

方や簡単なエクササイズを紹介する「健康セミナー」と活動量計をつけての富士山・河口湖

周辺のウオーキングがセットとなった「大人の休日倶楽部」会員専用ツアー商品を発売しま

す。 
※ご参加の方全員に活動量計をプレゼントします。 
※会員の皆さまには会員誌同封の「旅カタログ楽 8 月号（7 月 25 日発行）」、「日本の旅、
鉄道の旅」ホームページでお知らせします。 

○  出発日：1泊 2日コース 2013 年 10 月 7 日（月） 

日帰りコース  2013 年 10 月 7 日（月） 

 
 
 



Ⅲ えきねっと「中央線で富士山へ。キャンペーン」の実施 

富士山エリアへの列車をお申込みいただいた方を対象に、抽選で「えきねっとポイント」をプ
レゼントします。 
○ 応募条件：「中央線特急（指定席・自由席）、快速の指定席」（石和温泉・大月・富士急行

線内の各駅を出発または到着する列車）を「えきねっと」でお申込みされ、き
っぷをＪＲ東日本の指定席券売機でお受取り 

○ 対象期間：2013 年 7 月 20 日（土）～8月 31 日（土）ご乗車分 
○ 応募方法：キャンペーンサイトの応募フォームからエントリー 

○ 賞  品：抽選で223
ふじさん

名さまに「えきねっとポイント」400 ポイント(1,000 円相当)をプ
レゼント 

Ⅳ 海外から富士山にご旅行いただく取組みの展開 

１ 訪日旅行のお客さま向けにおトクなきっぷや旅行商品を発売します。 

（１）新宿から中央線経由で富士山五合目までのアクセスに便利な「Mt.Fuji Round Trip Ticket」
を発売します。 
○ 発売期間：2013 年 7 月 1 日（月）～10 月 30 日（水） 
○ 利用期間：2013 年 7 月 1 日（月）～10 月 31 日（木） 
○ 発売箇所：JR EAST Travel Service Center（東京駅・東京モノレール

羽田空港国際線ビル駅・成田空港駅・空港第 2 ビル駅に所
在）、成田空港・空港第 2ビルの各駅及び品川・渋谷・新宿・
池袋・上野の各駅のびゅうプラザ 

○ 価  格：おとな：5,500 円、こども：2,750 円 
○  購入条件：日本国籍以外のパスポートを所持している外国籍のお客さまの

みがご利用いただけます。 

○ 主な効力：東京都区内の各駅～大月駅間の特急・快速・普通列車の普通車指定席が往復で
ご利用いただけます（有効期間 2 日間）。富士急行線大月駅～河口湖駅間のフ
ジサン特急（自由席）・快速・普通列車が乗り降り自由となっているほか、富
士登山バス（富士山駅・河口湖駅～富士山五合目間）が乗り降り自由です。 

 
（２）訪日旅行の販売促進を行っているグループ会社(株)びゅうトラベルサービスを通じて、台湾

の旅行会社と提携し、富士山観光を楽しめる旅行商品を 7月から発売します。 
 

２ 訪日旅行のお客さまへの富士山関連の情報発信強化とおもてなしを実施します。 

（１）多言語ホームページで、富士山特集、モデルコース、訪日旅行のお客さま向けの「駅からハ
イキング」等の情報を発信します。（英語、繁体字、簡体字、韓国語） 

 
（２）富士山が描かれた浮世絵の名作を、東京駅「JR EAST Travel Service Center」の店内に装

飾し、海外から訪れたお客さまをお迎えします。 
    【店内装飾画イメージ】 

 
 
 
 
 
 

凱風快晴（葛飾北斎） 水道橋駿河台（歌川広重） 八つ見のはし（歌川広重） 



（３）「Mt.Fuji Round Trip Ticket」ご利用のお客さまに、おもてなしプレゼントをご提供します。 
○ 内  容：富士山の四季の絵ハガキセット、富士山缶バッチ、鈴 
○ 提供場所：河口湖駅、富士山駅、富士山五合目の観光案内所等 
※プレゼントはなくなり次第終了となります。 
 

（４）「Mt.Fuji Round Trip Ticket」に関するウェブアンケートの回答者全員に、浮世絵デザイン
（凱風快晴・水道橋駿河台・八つ見のはし）のオリジナル一筆箋（いずれか 1つ）をプレゼ
ントします。 
○ 提供場所：東京駅「JR EAST Travel Service Center」 
 

（５）成田空港をご利用のお客さまをターゲットに、到着ロビーにてデジタル
サイネージ広告を実施し、富士山の浮世絵画などにより海外から訪れた
お客さまをお迎えします。 

   ○ 実施期間：2013 年 7 月 15 日（月・祝）～8月 31 日（土）予定 
   ○ 実施箇所：成田空港第 1ターミナル・第 2ターミナル 到着ロビー 

 

Ⅴ 主な宣伝展開 

１ 「中央線で富士山ＧＯ！」ポスター・パンフレットを掲出し、お祝いムードを盛り上
げます。 
【ポスタービジュアルイメージ】        【パンフレットデザインイメージ】 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
【共通ロゴマークイメージ（2種）】 
 
 
 

２ 中央線でラッピングトレインを運行します。 

○ 運行開始日：2013 年 7 月 21 日（日）以降運行予定 
○ 中央線 E233 系 10 両 （2 編成） 
 
 
 
 
 
 
 

【イメージ】 

【ラッピングデザインイメージ】



３ 観光情報サイト「旅どき net」に富士山特集ページをアップします。 

  【富士山特集サイトアドレス】 
http://www.jreast.co.jp/tabidoki/fujisan/ 

 

４ 「ホリデー快速富士山 1号」の出発式を実施します。 

○ 2013 年 7 月 6 日（土）、「ホリデー快速富士山 1 号」（新宿駅 8:14 発）出発に合わせて、
新宿駅長による発車合図や、山梨県の地元の方々によるお見送りを行います。 

○ 富士急行富士山駅及び河口湖駅では、地元の方々により、お客さまをお迎えします。 
○ 「ホリデー快速富士山号」には新たに富士山をモチーフにしたヘッドマークを掲出いたし

ます。 

 

 

 

 

 
  

 



【特急列車】

<下り>

列車名 大月到着時刻

あずさ71号 6:30 7:32 7/13.14　 8/3.10.11 9/14.21

かいじ173号 7:03 8:02 7/13.20.21.27.28  8/3.4.10.11.18 9/14.15.21.22

あずさ5１号 7:18 8:22 7/6.13.14.20.27  8/3.10.1117.24.31 9/7.14.15.21.22.28

スーパーあずさ53号
（※8/17・24・31 あずさ53号）

8:02 9:05 7/13.14.20.27  8/3.10.11.17.24.31  9/14.15.21.22

はまかいじ 横浜 7:46 9:15 7～9月の毎土休日

かいじ183号 8:32 9:42 8/10  9/14.15.21.22

あずさ55号 10:09 11:10
7/13.14.20.27  8/3.10.11.17.24.31  9/7.14.15.21.22.28

<上り>

大月発車時刻

14:40（フジサン特急） 15:09 16:23 7/15  9/16.23

16:07 7/15  8/4.17.18  9/1.8.16.23.29

16:12 9/15.22

17:09（臨時 快速山梨富士） 17:22 横浜 18:41 7～9月の毎土休日

17:45（フジサン特急） 17:52 新宿 18:58 7/15.21.28　8/4.11.17.18.25　9/15.16.22.23

【快速 山梨富士号】新宿⇔河口湖（富士急行線直通）

＜下り＞

山梨富士号 新宿 7:39 河口湖 10:23

＜上り＞

山梨富士号 河口湖 16:16 新宿 18:28

【ホリデー快速富士山号】新宿／小山⇔河口湖（富士急行線直通）

＜下り＞

ホリデー快速富士山1号 新宿 8:14 10:36

ホリデー快速富士山3号 小山 7:24 10:58

＜上り＞

ホリデー快速富士山2号 16:00 新宿 17:59

ホリデー快速富士山4号 17:24 小山 20:58

【快速 富士山リレー号】高尾⇔大月（ノンストップ）

＜下り＞

列車名 大月到着時刻

富士山リレー１号 9:33 10:15

富士山リレー3号 11:11 11:49

富士山リレー5号 12:49 13:23

富士山リレー7号 14:14 14:51

富士山リレー9号 15:43 16:20

＜上り＞

大月発車時刻

9:55（フジサン特急） 10:21 11:05

11:42（普通） 11:55 12:36

13:20（普通） 13:28 13:59

14:40（フジサン特急） 14:57 15:37

16:24（普通） 16:27 17:05

注１） 6月24日現在の情報です。列車の運転時刻等は変更となる場合があります。

注３）当日の運転状況により、大月駅で接続できない場合があります。

「快速 山梨富士号」運転日

7～9月の毎土休日（※8/31.9/1除く）

「快速 山梨富士号」運転日

7～9月の毎土休日（※8/31.9/1除く）

列車名

終着駅・到着時刻

7・8月の毎土休日

「快速 富士山リレー号」運転日

列車名

富士山リレー 6号

富士山リレー 4号

列車名 始発駅・発車時刻

始発駅・発車時刻

河口湖

富士山世界遺産登録に伴う臨時列車一覧（７月～９月）

新宿

新宿

新宿
15:55（フジサン特急） 17:16

終着駅・到着時刻

　8:13（フジサン特急）

列車名

ＪＲ臨時特急列車運転日

　9:59（ホリデー快速富士山3号）

「ホリデー快速富士山号」運転日

7～9月の毎土休日

富士急行線河口湖行
大月発車時刻（列車種別）

ＪＲ臨時特急列車運転日

　12:02（臨時快速）

7～9月の毎土休日

終着駅・到着時刻

　7:51（普通）

　9:22（臨時 快速山梨富士）

ＪＲ中央線

始発駅・発車時刻

　8:34（普通）

列車名 始発駅・発車時刻

スーパーあずさ76号

注２）富士急行線の列車は、表中のＪＲ線臨時列車が運転される日に接続するものを記載しています。

富士急行線 大月到着時刻
（列車種別）

あずさ76号

高尾

高尾

富士急行線 大月到着時刻
（列車種別） 終着駅・到着時刻

7・8月の毎土休日

はまかいじ

「快速 富士山リレー号」運転日

河口湖

　15:03（富士登山電車／事前予約制）
　 15:20（普通）

　13:31（臨時快速）

富士急行線河口湖行
大月発車時刻（列車種別）

ＪＲ中央線

富士山リレー10号

富士山リレー 8号

かいじ188号

　11:18（富士登山電車／事前予約制）
   11:43（普通）

ＪＲ中央線

富士山リレー 2号

始発駅・発車時刻

終着駅・到着時刻始発駅・発車時刻

終着駅・到着時刻 「ホリデー快速富士山号」運転日

かいじ180号

　10:25（臨時快速）

列車名

  16:28（普通）

ＪＲ中央線

別紙

土休日



【特急列車】

<下り>

列車名 大月到着時刻

あずさ71号 6:30 7:33 8/12～14

かいじ173号 7:02 8:02 7/22～26.29～8/2.5～9.12～14.19～23

あずさ51号 7:14 8:22 8/12～16

あずさ93号 8:02 9:05 8/9.12～14

あずさ55号 10:04 11:11 8/8.9.12～14

【快速 富士山リレー号】高尾⇔大月（ノンストップ）

＜下り＞

列車名 大月到着時刻

富士山リレー１号 9:33 10:15

富士山リレー3号 11:22 11:51

富士山リレー5号 12:52 13:22

富士山リレー7号 14:16 14:51

富士山リレー9号 16:11 16:39

＜上り＞

大月発車時刻

10:24（普通） 10:30 11:17

11:42（普通） 11:56 12:35

13:11（普通） 13:29 14:11

14:46（富士登山電車／事前予約制） 14:58 15:40

16:35（普通） 16:50 17:22

注１） 6月24日現在の情報です。列車の運転時刻等は変更となる場合があります。

富士山世界遺産登録に伴う臨時列車一覧　（７月～９月）

富士急行線河口湖行
大月発車時刻（列車種別）

ＪＲ臨時特急列車運転日
ＪＲ中央線

始発駅・発車時刻

7:51（普通）

富士急行線河口湖行
大月発車時刻（列車種別）

8:15（普通）

高尾 　13:30（臨時快速）

8:35（普通）

9:26（普通）

11:18（普通）

新宿

ＪＲ中央線

　11:56（フジサン特急）

8/12～16

8/12～16

「快速 富士山リレー号」運転日

始発駅・発車時刻

　17:22（普通）

高尾

富士山リレー 2号

　15:14（富士登山電車／事前予約制）
　 15:39（普通）

　10:25（臨時快速）

終着駅・到着時刻

富士山リレー 4号

ＪＲ中央線

「快速 富士山リレー号」運転日

注３）当日の運転状況により、大月駅で接続できない場合があります。

注２）富士急行線の列車は、表中のＪＲ線臨時列車が運転される日に接続するものを記載しています。

富士急行線 大月到着時刻
（列車種別） 列車名

富士山リレー 6号

富士山リレー 8号

富士山リレー10号

平日
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