
 

 

 

2 0 1 6 年 ９ 月 ８ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

大 宮 支 社 

 

「本物の出会い 栃木」秋の観光キャンペーンを開催します 
 

JR 東日本大宮支社では、2016 年 10 月１日～11 月 30 日の２カ月間、「本物の出会い 栃木」秋の観光キ

ャンペーンを開催し、栃木の魅力をＰＲします。栃木の地酒や秋まつりを堪能するスタンプラリーや、

美しい紅葉をめぐるプラン、栃木の秋の魅力を味わえる豊富なメニューをご用意しました。 

この機会にぜひ、栃木の秋の見どころを満喫ください。 
 

 

● 水資源に恵まれた栃木の地酒を堪能、「とちぎ酒蔵めぐりスタンプラリー」を開催 

● 栃木の伝統的な秋まつりを満喫、「山車&屋台 秋まつりスタンプラリー」を開催 

● 美味しい秋の味覚「とちぎのきのこ」を存分に味わう、「とちぎ美味しいきのこフェア」を開催 

● 日本有数の景観美を誇る日光・那須地域の「紅葉」、その名所をめぐる旅行商品をご用意 

● 栃木のグルメを堪能、秋の魅力を盛り込んだ商品を限定販売 

 

 

１ キャンペーン概要 

（１）名 称   「本物の出会い 栃木」秋の観光キャンペーン 

 

（２）期 間   2016 年 10 月１日(土) ～ 11 月 30 日(水) 

 

（３）内 容   栃木県の観光キャッチコピー「本物の出会い 栃木」をシンボルとし、 

          栃木を彩る色鮮やかな紅葉を中心に、秋の魅力を発信してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

<キャンペーンロゴ> 

キャンペーンのポイント 

<キャンペーンポスター> 

＜キャンペーンポスター＞ 

栃木の誇る「紅葉」とともに、「温泉」「食」「文化」の魅力をち

りばめました。栃木出身の女性が、秋の栃木の楽しみ方をご提

案します。 

鹿沼組子や足利銘仙の伝統工芸品もあしらい、栃木にこだわり

ぬいたポスターにご注目ください。 



２ とちぎ酒蔵めぐり  [詳細別紙] 

水資源に恵まれた栃木には 33 の蔵元があり、栃木の厳選された素材と風土を活かした 

新しい酒文化を創造しています。そんな栃木を代表する５つの酒蔵めぐりが楽しめる 

スタンプラリーです。 

対象となっている酒蔵に設置のスタンプを２種類押印いただくと、その場で栃木県産杉の 

ウッドブックマークを先着 1,000 名様にプレゼント。さらに全５酒蔵を制覇すると、 

「コンプリート賞」として鹿沼組子のコースターセットを先着 100 名様にプレゼントします。 

 

（１）実施期間  2016 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

 

（２）参加方法  専用チラシに、酒蔵のスタンプ２種類を押印ください。 

各酒蔵にて栃木県産杉のウッドブックマークを先着 1,000 名様にプレゼントします。 

 

（３）コンプリート賞 ・全５種類のスタンプを集めていただくと、「コンプリート賞」として鹿沼組子の   

コースターセットを先着 100 名様にプレゼントします。 

・コンプリート賞は宇都宮駅構内の宇都宮市観光案内所、または東武日光駅構内の 

観光案内所で配付します。 
 
【スタンプ設置箇所】 

 

３ 山車＆屋台秋まつりスタンプラリー [詳細別紙] 

栃木の秋は伝統的な地域のおまつりが盛りだくさん。山車や屋台が繰り出す３つの秋まつり 

「鹿沼秋まつり（鹿沼市）」「今市屋台まつり（日光市）」「とちぎ秋まつり（栃木市）」 

の魅力を感じていただけるスタンプラリーです。 

山車や屋台をめぐり、スタンプとシールを集めていただくと、日光アストリアホテルの 

ペア宿泊券や３市の名産品、鉄道グッズを抽選でプレゼントします。 

 

（１）実施期間  2016 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

 

（２）参加方法  JR 東日本・東武鉄道の主要駅に設置する専用チラシに、鹿沼市・日光市・栃木市のスタ

ンプ設置箇所のスタンプを１種類以上集めて必要事項を記入の上、事務局までご郵送くだ

さい。集めていただいたスタンプの数や、各秋まつり開催日に配布するシールの有無によ

り、応募コースを選択いただけます。 
 
【応募コース・プレゼント内容】 

応募コース プレゼント内容 当選者数 

コンプリート賞 

（スタンプ３個＋シール１枚） 
日光アストリアホテルペア宿泊券 ４組８名様 

スタンプ×３賞 鉄道グッズ 30 名様 

スタンプ×２賞 ３市（鹿沼市・日光市・栃木市）のお土産品 30 名様 

スタンプ×１賞 オリジナルフリクションボールペン 100 名様 

箇所名 代表銘柄 受付時間 アクセス 

片山酒造 柏盛（かしわざかり） ９：00～17：00 
東武日光線 下今市駅から徒歩約 10 分 

日光線 今市駅から徒歩約 15 分 

渡邊佐平商店 清開（せいかい） ９：00～17：00 
日光線 今市駅から徒歩約８分 

東武日光線 下今市駅から徒歩約８分 

島崎酒造 東力士（あずまりきし） 10：00～17：00 烏山線 烏山駅から徒歩約 10 分 

第一酒造 開華（かいか） ９：00～16：30 東武佐野線 田島駅から徒歩約 15 分 

外池酒造店 燦爛（さんらん） 10：00～16：00 真岡鐵道 益子駅から徒歩約 17 分 

NEW！ 
JR 東日本×東武鉄道 共同開催 

<キャンペーンチラシ> 

JR 東日本×東武鉄道 共同開催 NEW！ 

<キャンペーンチラシ> 



４ 「とちぎ美味しいきのこフェア」の開催 

安全で美味しい「とちぎのきのこ」を多くの皆さまに知っていただきたく、期間中栃木県内の対象宿

泊施設にご宿泊いただくと、夕食時に「とちぎのきのこ」を使用した料理をご提供するとともに、施設に備

え付けの応募はがきでご応募いただくと、「栃木県産の味覚詰め合わせ」が当たるプレゼントキャンペーン

を実施します。秋の味覚「とちぎのきのこ」を存分にお楽しみください。 

 

（１）実施期間  2016 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

 

（２）プレゼントキャンペーンについて 

・宿泊施設設置の応募用紙に必要事項を記入の上、事務局までご郵送ください。 

※郵送にかかる費用はお客さまご負担となります。 

・応募いただいたお客さまの中から抽選で 20 名様に「栃木県産の味覚詰め合わせ」をプレゼント。 

・応募は 2016 年 12 月２日（金）当日消印有効です（当選の発表は 12 月中旬頃を予定しています）。 

※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

５ 秋の栃木を満喫！列車とセットの旅行商品「びゅう商品」 

日本有数の景観美を誇る栃木の紅葉。その中でも日光や那須、 

塩原エリアのこの時期にしか味わえない紅葉スポットをめぐる 

商品をご用意しました。 

 

（１）「塩原温泉 吊橋めぐりと紅葉トレッキング」（宿泊） 

１日目は、塩原温泉に到着後、紅葉散策トレッキングに 

出発。山中で食べるランチは絶品。紅葉に包まれながら 

優雅なひとときを。 

翌日は、塩原温泉の名所である吊橋や温泉街を堪能 

できる自由コースです。 
 

 [掲載パンフレット：「トランスペシエ」P６] 

 

（２）「那須の紅葉ゴンドラと那須岳ハイキング」（日帰り） 

日本有数の景観美を誇る那須連山の紅葉をゴンドラで一面を 

見渡しながら登り、歩きやすいハイキングコースをゆったりと 

散策できます。 
 

[掲載パンフレット：「トランスペシエ」P５] 

 

（３）「日光・宇都宮ゴールデンルート」（日帰り） 

ＪＲ・東武特急直通運転 10 周年記念商品として、世界遺産も、中禅寺湖も、 

  宇都宮の餃子もぐるっとめぐって楽しめる商品です。 

日光社寺のほか、今年７月に開館した英国大使館別荘記念公園や、鮮やかに 

色づく中禅寺湖の紅葉など見どころを満喫できるプランです。 

[掲載パンフレット：「あきとち」表紙] 

 

 

 

<あきとち>  <トランスペシエ> <紅葉めぐり> 

※画像はすべてイメージです。その他、おススメのびゅう商品は別紙をご覧ください。 

<トレッキング昼食風景と塩原渓谷> 

NEW！ 

<日光･宇都宮ゴールデンルート>

<キャンペーンチラシ> 

<那須ゴンドラ> 

NEW！ 



<HIMITSU のロコモコ> 

<ダイジ飯> 

 

６ 栃木のグルメを堪能  

（１）栃木の特産品を使った駅弁の販売 

   栃木県産の食材を使用した２種類の駅弁を 2016 年 10 月１日（土）～ 

11 月 30 日（水）で販売します。 

   販売箇所：宇都宮駅・大宮駅・東武日光駅・東京駅の弁当販売店 

 

① 「HIMITSU のロコモコ」 

日光のブランド豚「日光 HIMITSU 豚」に根菜類を合わせたハンバーグを 

メインに据え、女性に人気のロコモコを栃木風にアレンジしました。 

価格：1,200 円(税込)  
 

② 「ダイジ飯」 

栃木県のご当地ヒーロー「雷様剣士ダイジ」とコラボレーションしました。 

「お弁当箱の中でお料理しよう」をコンセプトに色々なおかずをいなりに詰めて 

自分なりに完成させて食べる楽しい駅弁です。 

とちぎテレビで放映中の「雷様剣士ダイジ」の中でも紹介される予定です。 

価格：800 円(税込)  

 

（２）栃木にちなんだ商品の販売 [詳細別紙] 

期間中、駅構内店舗にて限定商品や限定メニューを販売します。 

 

（３）産直市・地酒試飲販売会の開催 [詳細別紙] 

   栃木の産直市と栃木の地酒をそろえた地酒試飲販売会を開催します。 

 

７ 駅からハイキングの開催 [詳細別紙] 

期間中、栃木の秋の魅力を体感できるハイキングコースを全６コース用意いたしました。地元の高校生が

企画し、地域の魅力を盛り込んだ２コースをご紹介します。 

 

（１）開催駅：鹿沼駅   実施高校：鹿沼商工高等学校 

開催日：10 月１日（土） 

  コース名：「かぬま新発見!!!まちの駅と伝統を探しだせ!!多彩な魅力でおもてなし!!」 

受付時間：９時 00 分～11 時 00 分  受付場所：鹿沼駅前広場 

   鹿沼のまちの駅めぐりと、鹿沼秋まつりにゆかりのあるスポットをお楽しみいただけるコースです。 

  ※こちらのコースは事前の予約が必要です。 

 

（２）開催駅：黒田原駅  実施高校：那須高等学校 

開催日：11 月３日（祝・木） 

  コース名：「黒田原のいいとこめぐり～2016～」 

受付時間：９時 30 分～11 時 00 分  受付場所：黒田原駅前 

   黒田原の豊かな自然と、伝統行事「泣き相撲」など那須町の文化を感じられるコースです。 

※こちらのコースは事前の予約が必要です。 

 

NEW！ 

NEW！ 



【別紙】 

１ とちぎ酒蔵めぐり[JR 東日本×東武鉄道 共同開催] 

（１）実施期間  2016 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

 

（２）参加方法   

・専用チラシに、スタンプ設置箇所となっている酒蔵のスタンプの２種類以上を押印ください。 

・２種類のスタンプを集めた後、各酒蔵でご提示いただきますと、栃木県産のウッドブックマークを先着

1,000 名様にプレゼントします。 

・賞品がなくなり次第、終了となります。 

 

（３）コンプリート賞 

   ・専用チラシに、スタンプ設置箇所となっている酒蔵のスタンプ全５種類を押印ください。 

・「コンプリート賞」として、鹿沼組子のコースターセットを先着 100 名様にプレゼントします。 

・「コンプリート賞」は、宇都宮駅構内の宇都宮市観光案内所、または東武日光駅構内の観光案内所で   

配付します。 

・賞品がなくなり次第、終了となります。 

 

【スタンプ設置箇所】 

 

【コンプリート賞配付箇所】 

箇所名 所在 受付時間 

宇都宮市観光案内所 宇都宮駅構内 ８：30 ～ 20：00 

東武日光駅構内観光案内所 東武日光駅構内 ８：30 ～ 17：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇所名 受付時間 アクセス 

片山酒造 ９：00 ～ 17：00 
東武日光線 下今市駅から徒歩約 10 分 

日光線 今市駅から徒歩約 15 分 

渡邊佐平商店 ９：00 ～ 17：00 
日光線 今市駅から徒歩約８分 

東武日光線 下今市駅から徒歩約８分 

島崎酒造 10：00 ～ 17：00 烏山線 烏山駅から徒歩約 10 分 

第一酒造 ９：00 ～ 16：30 東武佐野線 田島駅から徒歩約 15 分 

外池酒造店 10：00 ～ 16：00 真岡鐵道 益子駅から徒歩約 17 分 

（本紙項目２）



 

２ 山車＆屋台秋まつりスタンプラリー[JR 東日本×東武鉄道 共同開催] 

（１）実施期間  2016 年 10 月１日（土）～11 月 30 日（水） 

 

（２）参加方法   

・JR 東日本・東武鉄道の主要駅に設置する専用チラシに、スタンプ設置箇所のスタンプを 1 種類以上集め

て必要事項を記入の上、事務局までお送りください。集めていただいたスタンプの数や、各秋まつり開

催日に配布するシールの有無により、応募コースを選択いただけます（郵送にかかる費用はお客さまご

負担となります）。 

・応募いただいたお客さまの中から抽選で日光アストリアホテルのペア宿泊券などをプレゼントします。 

・応募は 2016 年 12 月 9 日（金）当日消印有効です（当選の発表は 12 月下旬頃を予定しています）。 

    ※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

    

【スタンプ設置箇所】                

開催市 スタンプ設置施設 受付時間 最寄駅 

鹿沼市 
屋台のまち中央公園 

※毎月曜日は休園日のため、｢まちの駅 新・鹿沼宿｣に設置
9：00～17：00 

日光線 鹿沼駅 

東武日光線 新鹿沼駅 

日光市 道の駅日光 観光情報館（日光市観光協会） 9：00～17：00 
日光線 今市駅 

東武日光線 下今市駅 

栃木市 とちぎ山車会館 9：00～17：00 
両毛線 栃木駅 

東武日光線 栃木駅 

 

【お祭り開催日・シール配布日】 

開催市 開催日 名称 

鹿沼市 10 月８日（土）・９日（日） 鹿沼秋まつり 

日光市 10 月 16 日(日) 今市屋台まつり 

栃木市 11 月 11 日(金)～13 日(日) とちぎ秋まつり 

 

【応募コース・プレゼント内容】 

応募コース プレゼント内容 当選者数 

コンプリート賞 

（スタンプ３個＋シール１枚） 
日光アストリアホテルペア宿泊券 ４組８名様 

スタンプ×３賞 鉄道グッズ 30 名様 

スタンプ×２賞 ３市（鹿沼市・日光市・栃木市）のお土産品 30 名様 

スタンプ×１賞 オリジナルフリクションボールペン 100 名様 

 

 

 

（本紙項目３）



 

３ 秋の栃木を満喫！列車とセットの旅行商品「びゅう商品」 

 

（１）日光東照宮秋季大祭（日帰り：10 月 17 日限定） 

武者たちが練り歩く勇壮な「百物揃千人武者行列」をびゅう専用の特別席でご覧いただけます。 

また、日光東照宮宝物館の入館券と日光拝観（引換）券付きで、徳川家康公ご鎮座 400 年の記念の年の日

光詣でをたっぷりとお楽しみいただけます。 

 

[掲載パンフレット：「あきとち」P１] 

  

 

（２）びゅうばす 世界遺産日光東照宮と紅葉めぐり号（日帰り） 

紅葉時期の華麗な景観美が人々を虜にする龍王峡や徳川家康公ご鎮座400年の日光東照宮で平成の大修理

を行っている特別な場所を見学するなど、びゅうばすでしか味わえない魅力が満載のプランです。 

 

[掲載パンフレット：「あきとち」P１、「紅葉めぐり」P19] 

 

 

  （３）塩原温泉郷まちめぐりと千本松牧場体験ツアー（宿泊） 

   紅葉に彩られた塩原温泉と千本松牧場の歴史や自然を体感する宿泊プランです。1 日目には、塩原温泉で

旅市ガイドが有数の紅葉エリアを案内。吊橋の多い塩原の渓谷美をご覧ください。2 日目は、歴史ある千

本松牧場にてバスツアーをお楽しみいただけます。 

 

    [掲載パンフレット:「旅市」P35] 

 

 

（４）那須・茶臼岳ぐるり散策（日帰り） 

   ロープウェイから、眼下に広がる那須岳の紅葉を楽しんだあとは、茶臼岳をハイキング。 

   気ままに大自然が楽しめる紅葉シーズンにおすすめのプランです。 

 

[掲載パンフレット：「紅葉めぐり」P22] 

 

 

（５）那須もみじ号フリーパス券（オプショナルプラン） 

   那須の紅葉めぐりに便利な季節運行バス「那須もみじ号」の１日乗り放題券です。那須湯本温泉から御用

邸用地であった那須平成の森や那須フラワーワールドなどに行くことができます。 

利用期間：10 月１日（土）～10 月 23 日（日） 料金（１名）：おとな 1,600 円 こども 800 円 

 

[掲載パンフレット：「びゅう栃木レギュラーパンフレット」P20] 

 

 

（６）鬼怒川グランド夢の季（宿泊） 

   今年６月にオープンしたばかりの大人の女性にも嬉しい美食レストラン「L’Amusant（ラミュゾン）」で

オリジナルの和食が堪能できます。９つの湯船が楽しめる温泉でゆったりとお過ごしください。 

 

[掲載パンフレット：「ゆらりとりっぷ」P５] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本紙項目５）



<岩下の新生姜と鯛だしつゆのにゅうめん> 

〈にらそば〉 

<手巻ギョーザ風おにぎり> 

<ソースかつおにぎり> 

<とちおとめ＆ブルーベリーのサンド> 

 

４ 栃木のグルメを堪能 

（１）限定商品の販売 

① とちおとめ＆ブルーベリーのサンド 

価  格：260円（税込） 

販売期間：10月4日（火）～10月31日（月） 

販売箇所：栃木県、埼玉県内のNewDays 店舗（一部店舗除く） 

     一部関東圏のNewDays 店舗 

 

② 手巻ギョーザ風おにぎり 

価  格：138円（税込） 

販売期間：10月4日（火）～10月31日（月） 

販売箇所：栃木県、埼玉県内のNewDays 店舗（一部店舗除く） 

     一部関東圏店舗のNewDays 店舗 

 

③ ソースかつおにぎり（足利市月星ソース使用） 

価  格：148円（税込） 

販売期間：11月1日（火）～11月28日（月） 

販売箇所：栃木県、埼玉県内のNewDays 店舗（一部店舗除く） 

     一部関東圏店舗のNewDays 店舗 

 

（２）限定メニューの販売 

① 岩下の新生姜と鯛だしつゆのにゅうめん 

価  格：400 円（税込） 

販売期間：10 月 1 日（土）～12 月 31 日（土） 

販売箇所：小山駅宇都宮線ホーム「小山そば」 

 

② にらそば（うどん） 

価  格：500円（税込） 

販売期間：9月1日（木）～11月30日（水） 

販売箇所：大宮駅京浜東北線ホーム「駅そば」 

 

（３） 産直市・地酒試飲販売会の開催 

① 栃木産直市 

開催期間：10 月 25 日（火）～10 月 28 日（金） 

開催場所：大宮駅西口イベントスペース 

 

② 宇都宮駅地酒試飲販売会 

開催期間：10 月予定 

開催場所：宇都宮駅イベントスペース 

 

 

 

 

（本紙項目６）



 

５ 駅からハイキングの開催 

 開催日 開催駅 コース名 

10 月１日（土） 鹿沼駅 

【学生駅ハイ】 

かぬま新発見!!!まちの駅と伝統を探し出せ!! 

多彩な魅力でおもてなし!!             ※要予約

10月１日(土)～11月 30日(水) 日光駅 
【インバウンド】 

秋の憾満の路と世界遺産「日光」散策 

10月６日（木）～10月 16日（日） 今市駅 
【東武鉄道共同開催】 

日光開山 1250 年記念 今市屋台まつりハイキング 

11 月２日（水）～11 月４日（金） 矢板駅 りんごのまち矢板市の小さな歴史探訪 

11 月３日（祝・木） 黒田原駅 
【学生駅ハイ】 

黒田原のいいとこめぐり～2016～                ※要予約 

11月11日(金)～11月24日(木) 栃木駅 

【東武鉄道共同開催】 

“東武相直 10 周年記念” 

～栃木蔵の街ハイキング～とちぎ秋まつりを訪ねて 

 

※詳細はパンフレットや「駅からハイキング」ホームページ（www.jreast.co.jp/ekihai/）をご覧ください。

また、要予約コースは、上記ホームページからお申込みください。定員になり次第、締切となります。 

（本紙項目７）


