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日帰りイ

参加にあたってのご案内
①ご自身での体調管理および感染症予防対策へのご協力をお願いいたします。
②当パンフレットには抜粋した情報のみが掲載されています。
コース上の各施設については参加される方ご自身で事前にお調べ

コース

いただきますようお願いいたします。
コース上の立ち寄る各施設では、
休館日や営業時間の変更がある場合や、
別途入館料・
入場料がかかる場合があります。
③熱中症等の予防のため、
参加時は、
なるべく帽子をかぶり、
水分補給を行ってください。
④スニーカーやトレッキングシューズなどの歩きやすい靴で。
⑤両手をフリーにしておけるナップザックで軽快に。
⑥入浴時のタオルは各自ご用意ください。
⑦万一に備えて、
健康保険証のコピーを携帯していただくとともに、
任意で保険へのご加入をおすすめいたします。
⑧雨具等は各自ご持参ください。
⑨コース中の施設などで割引等の際に年齢確認が必要な場合がございます。
年齢の確認が出来るもののご持参をおすすめいた
します。
⑩日傘をご使用の際は周りへのご配慮をお願いいたします。

おことわり

山形県・奥羽本線かみのやま温泉駅

①花や紅葉の見頃については、
その年の気候や天候に左右されますので、
お楽しみいただけない場合もございます。

宮城県・東北本線新田駅

4月5日（月）
〜6月30日
（水）

4月6日（火）
〜6月30日
（水）

春の温泉城下町かみのやまを巡る

ラムサール条約登録湿地「伊豆沼・内沼」ハイキング

②参加費は無料です。
ただし、
イベントにより路線バス代、
入館料、
ロープウェイ代などを現地でお支払いいただく場合があります。
③現地でのプレゼント等は、
なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

福島県・東北本線福島駅

4月5日（月）
〜6月30日
（水）

④記念品はゴールでお渡しする場合もございます。
⑤バス等では座席に座れないこともございますので予めご了承ください。

日本有数の清流・荒川を堪能しよう！

⑥天候その他の理由により、
予告なくコースを変更、
もしくは中止することもありますのでご了承ください。
⑦スタート駅とゴール駅が異なるコースがありますので、
往復きっぷ等の購入の際はご注意ください。
⑧コースはウォーキングでの参加を前提としております。
自転車等での参加はお断りいたします。
⑨駅からハイキングにはJR東日本などの列車を利用してご参加ください。
（駐車場、
駐輪場は準備いたしません）
⑩当日の道路の状況等により、
「駅からハイキングホームページ」
に掲載されている歩行距離とは変更となることがございます。

ハイキングのマナー向上にご協力ください
①道路をふさいで歩くと、
他の歩行者の迷惑になります。
横に広がって歩いたりすると他の歩行者の進路妨害に。狭い歩道などを歩くときなどは特に注意をお願いします。
②大声で話しながら歩くと、
住民の方の迷惑になります。
大声でなくても、多くの人が集まれば大きな声に。住宅地などを歩くときは特に気をつけてください。

をダウンロードしていただき、G P S（ 位 置 情 報サービス）を使って受 付していただく方 法に変 更になります 。

信号無視などの交通ルール違反は、大変危険です。交通ルールは必ずお守りください。
※参加規約や個人情報の取り扱いについては、
「駅からハイキングホームページ」
をご覧ください。

お問い合わせ・催行状況の確認
03-6386-9503

オペレーター対応受付時間

2021年 4月から受 付方法が 変わります。

2 0 2 1 年 4月より、お手 持ちのスマートフォン等へ

③交通ルール違反は、
事故の原因にもなります。

駅からハイキング事務局

！
場
登
が新

●参加回数に応じてアプリ上でプレゼント抽選が行えます！
●コースの中止情報をアプリのプッシュ通知でお知らせ！

月〜金曜日 10：00〜17：00
土・日・祝日

●現地に着いたらスマホでかんたん受付！

9：00〜12：00

※事務局で会員登録・参加履歴照会・参加予約はできません。
※2020年12月より電話番号および土・日・祝日の受付時間が変わりました。
おかけ間違いのないようご注意ください。

詳しくは中面を
ご覧ください。

各ハイキングコースの詳細はホームページをご覧ください。

www. jreast.co.jp/ekihai/

駅ハイ

天候や新型コロナウイルス感染症等 の影響により、コースの変更や中止をさせていただく場合がござ います 。
ご参加 の前にホームページや 駅からハイキング事務局にて開催 の有無をご確認ください。

中面

4・5・6月おすすめコース
参加の方法＆楽しみ方
駅からハイキングは、季節に応じた地域の魅力をお楽しみいただける無料のウォーキングイベントです。
スマホを持ってお出かけしてみませんか？

新潟県・えちごトキめき鉄道高田駅

千葉県・総武本線旭駅

静岡県・伊東線伊東駅

山梨県・中央本線山梨市駅

4月2日（金）
〜4月15日
（木）

4月5日（月）
〜4月15日
（木）

4月5日（月）
〜6月30日
（水）

4月5日（月）
〜6月30日
（水）

【えちごトキめき鉄道共同開催】
「高田城址公園観桜会」と城下町高田を
楽しもう！

旭市

さくらハイキングコース

群馬県・両毛線桐生駅

スマホで駅からハイキングホームページにアクセス、駅からハイキングアプリをダウンロードしてください。
お住まいの都道 府県やお生まれになった年など、簡単な情 報の入力で 会員登 録が完了します。
※2021年3月までの駅からハイキング会員カードに記載の会員番号情報は引き継ぐことができません。

【四鉄道共同開催】コロナに負けるな!!
桐生まるかじりウォーク

コースを調べる
JR東日本などの列車をご利用
の上、現地にお越しください。
スタート地点に着いたらアプリ
画面の「コースに参加する」を

タップ！

駅からハイキングアプリ、
または
パソコン・スマホで駅からハイ
キングホームページにアクセス。
ご希望のコース開催日や「桜」
「歴史」
などキーワードでの絞り
込み検索もできます。

※受付にはお使いのスマホのGPS機能を使用します。

参加履歴を確認
参加したコース数と歩行距離を
確認できます。

抽選でクーポン
が当たります！
3 コース参加で、1 回抽選応募の
チャンス！抽選で、JR 東日本の駅
にある NewDays で使えるクーポン
がその場で当たります。

4月5日（月）
〜6月30日
（水）
日本遺産 レイラインがつなぐ
「太陽と大地の聖地」塩田平ウォーキング

4月10日（土）
〜5月16日
（日）

4月16日（金）
〜4月18日
（日）

4月19日（月）
〜4月25日
（日）

秋田県・羽越本線象潟駅

4月24日（土）

※2021年3月までの駅からハイキングでご参加
いただいた履歴および駅ハイポイントを引き継ぐ
ことはできません。

4月10日（土）
〜4月25日
（日）

【IGRいわて銀河鉄道共同開催】
2倍！
いちのへ 優れた文化・芸術と世界的に
貴重な縄文遺跡に触れる
東京都・京浜東北線上中里駅

名園から、懐かしの商店街、そして今年
2倍！ ホットな渋沢栄一翁を知るハイク

桜色に染まる街
2倍！ 春のいしかわウォーク

山形県・羽越本線鶴岡駅

※毎週月曜日を除く

福島県・水郡線磐城石川駅

埼玉県・高崎線深谷駅

長野県・北陸新幹線長野駅

4月24日（土）
〜6月30日
（水）

4月25日（日）
〜5月25日
（火）

約800本の桜が咲く鶴岡城址公園と
2倍！
街なかの桜名所で春を満喫！
福島県・磐越西線喜多方駅

4月24日（土）

2倍！
【学生駅ハイ】日中線しだれ桜並木と
重伝建おたづき蔵通りウォーキング！
秋田県・奥羽本線横堀駅

5月1日（土）

2倍！

© 深谷市

芭蕉が訪れた天然記念物
「象潟」を巡るコース

2倍！

青天の深谷・渋沢栄一論語の里めぐり

戸隠神社（中社・九頭龍社・奥社）参拝を
古道で巡る「戸隠神社三社巡り」

東京都・青梅線昭島駅

栃木県・日光線日光駅

東京都・山手線池袋駅

5月8日（土）
〜5月23日
（日）

5月10日（月）
〜5月16日
（日）

5月14日（金）
〜5月23日
（日）

【青梅線・五日市線合同開催】昭島コース
五鉄駅跡地を訪ねて 記憶の足跡と水を辿る物語

世界遺産の街「日光」を歩く、
歴史探訪ウォーキング

福島県・常磐線泉駅

簡単に受付が完了します。

岩手県・IGRいわて銀河鉄道一戸駅

4月6日（火）
〜6月30日
（水）

青森県・東北新幹線新青森駅

東北DC開始！
青森と函館の歴史を学ぶ

コース参加受付

長野県・上田電鉄別所温泉駅

4月5日（月）
〜6月30日
（水）

まずはアプリをダウンロード！

源頼朝の歴史を巡る
《武田信玄公生誕500年》武田家ゆかりの
（源氏挙兵までの頼朝と八重姫の悲劇の恋） 場所と季節の花をめぐる！

泉町歴史さんぽ
〜泉藩と泉城下町を巡る〜

6月18日（金）
〜6月20日
（日）

陣屋跡など指扇の歴史探訪と
2倍！ アジサイまつりを満喫！

山形県・奥羽本線山形駅

5月15日（土）

2倍！
2倍！
風薫る新緑！!
七福神めぐりとプロジェクト未来遺産・ 【学生駅ハイ】かぐ（嗅）や姫 山商絵巻
雑司が谷を結ぶ散歩道
〜産調ガールズと巡る山形歴史〜

埼玉県・川越線西大宮駅

5月16日（日）・
6月20日（日）

東北夢の桜街道68番札所『おしら様の
枝垂れ桜』と700年前の板碑を巡る

山形県・米坂線羽前小松駅

6月19日（土）

千葉県・総武線千葉駅

6月19日（土）
〜6月27日
（日）

2倍！ 千葉市制100周年記念
【学生駅ハイ】置農豆ガールズとコロナ一掃、 世界最古の花「大賀ハス」から今昔千葉
元気百倍まち歩き
名所めぐり

この他にもコース満載！ 詳細はホームページをご覧ください。

www. jreast.co.jp/ekihai/

駅ハイ

今日、最寄り駅から出発できるコースが見つかる！パソコン・スマホからいますぐアクセス！

催行情報お知らせ
コースの催行情報を確認できます。
また、
中止が決まった場合はスマホ
のプッシュ通知機能でお知らせし
ます。

アプリの詳細・ダウンロードはこちらから
https://www.jreast.co.jp/ekihai/w_app.html
※アプリのダウンロードは2021年3月下旬頃から可能になる予定です。詳しくは今後、駅からハイキングホームページ等でお知らせいたします。※アプリのダウンロードは無料
ですが、通信にかかる費用は参加される方のご負担となります。※フィーチャーフォンには対応していないため、ご利用いただけません。※スマートフォン等をお持ちでない場合
は、
「駅からハイキング」にはご参加いただけますが、懸賞の応募や履歴の確認は行うことができません。※2021年3月までの駅からハイキングで使用していた「会員カード」は使
用いたしません。※記載の内容は2021年2月現在の情報です。今後の開発状況により変更となる場合がございます。

2倍！

参加履歴が

下記コースは

東北
デスティネーション
キャンペーンコース

学生が考えた

プロジェクト
未来遺産

下記キャンペーンコースは1コース参加で2コース分の参加履歴が
GETできます。クーポン抽選応募への近道！

東北デスティネーションキャンペーン（東北DC）は、東北6県の自治体や観光関係者とJR6社などが
一体となって行う大型の観光キャンペーンです。

https://www.jreast.co.jp/ekihai/dc/

地元の学生がアイデアを出し合って作ったハイキングコースです！

https://www.jreast.co.jp/ekihai/student/
プロジェクト未来遺産とは 未来へ伝承すべき遺産 として、市民活動を登録し応援する事業です。
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が主催しています。

https://www.jreast.co.jp/ekihai/future/

一部コースでは、コース受付でお渡しする

地図

をお手持ちのスマホやWEBでも見られます！

https://www.jreast.co.jp/ekihai/webmap/

※「ながらスマホ」は危険です のでやめましょう。

