2018 年 ２ 月 14 日
Ｊ Ｒ グ ル ー プ

「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペーンの開催について
2018 年４月１日（日）から６月 30 日（土）まで、
「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペ
ーン実行委員会（以下、栃木ＤＣ実行委員会）とＪＲグループが連携し「本物の出会い 栃木」デスティネ
ーションキャンペーン（以下、栃木ＤＣ）を開催いたします。栃木県で実施するＤＣは 19 年ぶり２回目と
なります。
栃木県は、幻想的な美しさで人々を魅了する「足利の大藤」に代表される「花」
、生産量日本一を誇る「い
ちご」や「宇都宮餃子」の「食」
、関東最多のおよそ 600 の源泉を有する「温泉」
、日光国立公園をはじめ
とする美しい「自然」
、世界遺産「日光の社寺」に代表される「歴史・文化」等、多彩な魅力にあふれた県
です。
「花」
「食」
「温泉」
「自然」
「歴史・文化」という５つのテーマを切り口に、バラエティ豊かな「本物
の出会い」を体感できる旅を提案します。
栃木県は東北・北海道新幹線が縦断しており、小山・宇都宮・那須塩原の各駅を拠点に、県内各エリア
へ足を運ぶことができます。また、首都圏からのアクセスも良く、新宿から日光へはＪＲ・東武直通特急
によるアクセスが便利です。栃木県の魅力を全国の皆さまに感じていただけるよう、地域一体となったお
もてなしでお客さまをお迎えいたします。春の栃木県で本物に出会う旅を存分にお楽しみください。
１．キャンペーン期間

2018 年４月１日（日）～６月 30 日（土）

２．開

栃木県全域

催

地

域

３．キャッチフレーズ 「本物の出会い 栃木」
栃木県は、首都圏からのアクセスが良いうえ、観光資源に恵まれた地域であり、
花、食、温泉、自然、歴史・文化等「本当にいいもの、いいこと（＝本物）
」が
あり、
「本物」を守り、創り出す素晴らしい「人」たちがいます。
こうした「本物」や「人」との出会いを通して、実感、感動、共感できる、
【キャンペーンロゴ】
その出会いこそが「本物の出会い」です。
たくさんの人に栃木県を訪れていただき、その人ならではの「本物の出会い」を見つけてほしいという
メッセージを込めました。
４．宣 伝 展 開
全国の皆さまに栃木県の魅力をお伝えするため、駅や列車へのポスター・パンフレット掲出をはじめと
した様々な宣伝を展開します。
（１）５連貼りポスター
栃木ＤＣ実行委員会が制作した５連貼りポスターを全国のＪＲの主な駅に掲出します。
栃木ＤＣで提案する５つのテーマ「花」
「食」
「温泉」
「自然」
「歴史・文化」に合わせて制作しました。

テーマ：花

テーマ：食

テーマ：温泉

テーマ：自然

テーマ：歴史・文化

（２）ＪＲグループ制作ポスター（予定）
ＪＲグループでもポスターを制作し、以下のスケジュールで掲出します。
掲出期間(予定)

３月

駅ポスター

４月

５月

６月

日光東照宮

あしかがフラワー

鹿の湯

大谷資料館

（日光市）

パーク（足利市）

（那須町）

（宇都宮市）

日光東照宮

あしかがフラワー

鹿の湯

大谷資料館

（日光市）

パーク（足利市）

（那須町）

（宇都宮市）

いちご

カクテル（宇都宮市）

益子焼（益子町）

湯西川温泉・囲炉裏料理（日光市）

足利学校（足利市）

千本松牧場（那須塩原市）

車内ポスター

地酒

いちごスイーツ

（３）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等を掲載した
キャンペーンガイドブックを全国のＪＲの主な駅や旅行会社窓口等で配布します。
（４）メディアによる情報発信
・
「遠くへ行きたい」
（日本テレビ系列、毎週日曜日放送）※一部地域を除く
・
「別冊 旅の手帖 栃木」発行（交通新聞社発行・３月下旬発売予定）
【キャンペーンガイドブック】

５．イベント列車の運転
栃木ＤＣにあわせて、魅力的な臨時列車を運転します。観光のお客さまにご利用いただきやすいように改
造した日光線「いろは」が定期運転を開始、栃木ＤＣ期間中は臨時列車としても運転するほか、蒸気機関車
（ＳＬ）や旧型客車が栃木県内を力強く疾走します。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・編成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。
□日光線「いろは」は栃木ＤＣ期間中、臨時列車としても運転します。
種別

快速

列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

運転日

宇都宮

日 光

誕生いろは

09：10

09：52

日光号

日 光

宇都宮

10：32

11：24

大 宮

日 光

ＧＯＧＯいろは

08：36

10：45

4/28-30

日光

日 光

大 宮

5/3-6

14：45

17：08

大 宮

日 光

日光東照宮

07：25

09：22

春季例大祭号

日 光

大 宮

15： 02

17：02

編成

4/1

205 系いろは 4 両
(全車指定)

5/18

※「いろは」についての詳細は別紙１をご参照ください。
□栃木ＤＣのオープニング列車として、12 系客車を電気機関車とディーゼル機関車でけん引する「本物の出
会い栃木号」を浦和駅から日光駅まで運転します。４月から始まる栃木ＤＣの幕開けとなる列車で栃木県
へお出かけください。
種別
快速

列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

本物の出会い

浦 和

日 光

栃木号

08：20

11：16

運転日
4/1

編成
ＥＦ64+12 系客車 5 両+ＤＤ51
（全車指定）

□真岡鐵道の協力により、通常は真岡鐵道線内でしか走行しない真岡鐵道の 50 系客車を、水戸線から真岡鐵
道真岡線まで直通運転する特別列車を運転します。
小山駅から下館駅まで真岡鐵道所属の 50 系客車をディ
ーゼル機関車（ＤＬ）が牽引、下館駅から真岡鐵道茂木駅まではＳＬが牽引します。「ＤＬ＆ＳＬもおか」は、
旅行商品として発売します。
種別

列車名

発駅

着駅

運転日

編成
小山～下館はＤＬ＋50 系客車３

団体

ＤＬ＆ＳＬもおか

小 山

茂 木

5/12.6/16

両、下館～茂木間はＳＬ＋50 系
客車３両（全車指定）

※「ＤＬ＆ＳＬもおか」の運転時刻や旅行商品等の詳細情報は決まり次第別途お知らせします。
□栃木ＤＣを彩る目玉列車として、
「ＳＬ本物の出会い栃木号」が５月 19 日限定で小山～足利間を運転しま
す。
「ＳＬ本物の出会い栃木号」は、旅行商品として発売します。
種別

列車名

発駅

着駅

団体

ＳＬ本物の出会い栃木号

小 山

足 利

運転日

編成
ＳＬ+旧型客車 5 両+ＥＬ

5/19

（全車指定）

※「ＳＬ本物の出会い栃木号」の運転時刻や旅行商品等の詳細情報は決まり次第別途お知らせします。
□栃木ＤＣのフィナーレを飾る列車として、お子さまの遊べるフリースペースや大人も楽しめる展望室等を
備えている「ばんえつ物語」の客車を使用した特別列車を運転します。電気機関車で大宮～黒磯間を牽引
します。
種別

列車名

快速

那須野物語

発駅・発時刻

着駅・着時刻

大 宮

黒 磯

08：30

10：33

運転日

編成
ＥＦ81+12 系ばんえつ物語 7 両

6/30

+ＥＦ64（全車指定）

□2018 年４月に「あしかがフラワーパーク駅」が開業します。紫の大藤は圧巻の美しさで、夜は幻想的なラ
イトアップがなされ、昼とは違う表情を楽しめます。
「あしかがフラワーパーク」へのお出かけに便利で快
適な直通列車をぜひご利用ください。
種別

列車名

ナイト藤まつり号

足利藤まつり 1 号

発駅・発時刻

着駅・着時刻

運転日

大 宮

足 利

15：15

16：55

足 利

大 宮

19：27

21：10

上 野

桐 生

4/28-30

08：22（08：06）

10：39

5/1-6

桐 生

上 野

5/1.2

編成

485 系リゾートやまどり 6 両
(全車指定)

※5/1.2 は、（ ）内

快速
足利藤まつり 2 号

足利藤まつり 3 号

足利藤まつり 4 号

15：00

の時刻で運転しま
17：27（17：09） す。

185 系 6 両
（全車指定）

大 船

桐 生

08：41

12：16

4/28-30

桐 生

大 船

5/3-6

17：13

20：19

※ 「あしかがフラワーパーク駅」をご利用のお客さまは富田駅までのきっぷをお求めください。
お帰りの際、「あしかがフラワーパーク駅」は大変混雑することが予想されますので時間に余裕を持って駅まで
お越しください。同様に混雑が予想されますので事前に交通系 IC カードへ十分な入金（チャージ）をお願い
します。

□雄大な自然や温泉等、様々な観光資源がある高原リゾート那須に向けて、新習志野・八王子の各駅から直
通する便利な列車を運転します。
種別

列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

新習志野

黒 磯

リゾート

07：20

10：30

那須野満喫号

黒 磯

新習志野

16：34

19：53

485 系リゾートやまどり 6 両

八王子

黒 磯

(全車指定)

リゾート

07：40

10：30

那須野満喫号

黒 磯

八王子

16：34

19：26

快速

運転日

編成

5/19.20

6/2.3

□新宿・大船・八王子から日光・鬼怒川への観光に便利なＪＲ・東武直通特急は、ゴールデンウィークを中
心に臨時列車を運転します。新緑の日光・鬼怒川温泉へお出かけください。
種別

列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

運転日

スペーシア

新 宿

鬼怒川温泉

3/24.25

きぬがわ 11 号

10：07

12：27

4/28.29

編成

スペーシア

新 宿

鬼怒川温泉

きぬがわ 15 号

08：57

11：29

スペーシア

鬼怒川温泉

新 宿

きぬがわ 14 号

13：18

15：55

スペーシア

新 宿

東武日光

日光１７号

08：00

10：02

スペーシア

東武日光

新 宿

日光１８号

18：27

20：33

新 宿

東武日光

08：00

10：02

東武日光

新 宿

18：27

20：33

新 宿

東武日光

10：07

12：08

東武日光

新 宿

17：00

19：14

253 系 6 両

大 船

東武日光

(全車指定)

09：16

12：08

東武日光

大 船

17：00

20：10

八王子

東武日光

07：40

10：02

東武日光

八王子

17：00

19：26

5/3-5
3/25.26
4/29.30
5/4-6

東武 100 系 6 両
(全車指定)
※グリーン個室１両連結

5/3-6

日光１７号

4/28-30
特急

日光１８号

日光６３号

5/3.4
日光６４号

日光８３号

5/5.6
日光８４号

はちおうじ日光

4/14.15.21.22

６．記念入場券の発売
栃木ＤＣ開催にあたり、県内の鉄道会社５社（東日本旅客鉄道株式会社・東武鉄道株式会社・真岡鐵道株式
会社・野岩鉄道株式会社・わたらせ渓谷鐵道株式会社）が連携し、ＪＲ東日本５駅、東武鉄道３駅、真岡鐵道１駅、
野岩鉄道１駅、わたらせ渓谷鐵道１駅の合計11 駅で、栃木ＤＣオリジナルデザインの記念入場券を各駅500 枚
発売します。また、ＪＲ宇都宮駅の入場券のみ、他の 10 駅分の入場券ポケットも付いた専用台紙付きで発売し
ます。栃木県内各社の発売駅を巡りながら、思い出の品としてお買い求めください。
なお、４月１日（日）のみ 300 セット限定で、ＪＲ宇都宮駅でＪＲ東日本５駅セットを発売、東武宇都
宮駅で東武鉄道３駅セットを発売します。また、オープニングイベント会場（栃木県庁舎）では、その他
の３社（真岡鐵道・野岩鉄道・わたらせ渓谷鐵道）の３駅分を各 300 枚限定で発売します。
４月２日（月）以降は、発売箇所にて各駅の窓口営業時間内に発売します。
○発売期間 2018 年４月１日（日）～６月 30 日（土）
発売日
4 月 1 日（日）

発売箇所

種類

販売数

ＪＲ宇都宮駅

ＪＲ東日本５駅セット

300 セット

東武宇都宮駅

東武鉄道３駅セット

300 セット

栃木県庁舎

真岡鐵道株式会社・野岩鉄道株式会社・

各社 300 枚

わたらせ渓谷鐵道株式会社３社分
4 月 2 日（月）

各社発売箇所の

以降

各駅

各社発売箇所の各駅分

4 月 1 日発売分も含めて
各駅 500 枚

○４月２日以降の発売箇所

[ＪＲ東日本]小山駅・宇都宮駅・那須塩原駅・日光駅・烏山駅
[東武鉄道] 東武日光駅・栃木駅・足利市駅
[真岡鐵道] 真岡駅 [野岩鉄道] 湯西川温泉駅
[わたらせ渓谷鐵道] 足尾駅（通洞駅でも足尾駅の入場券を販売します）
※記念入場券の発売枚数は、４月１日（日）のセット発売も含めて各駅 500 枚です。
売切れ次第、発売終了となります。
※おひとりさま３枚（３セット）までの発売といたします。
７．二次交通の整備
観光スポットを効率的に巡っていただける観光周遊バス「びゅうばす」や、日光エリアと那須エリアを
結ぶ「日光・那須 満喫ライナー」
、二次交通が少ないエリアを観光しながら回る「ちょこっとバスたび」
「大田原市観光周遊バス」等を設定します。
（１）観光周遊バス「びゅうばす」
栃木県内の周遊に便利な観光周遊バス「びゅうばす」を２コースご用意しました。
① 世界遺産日光東照宮陽明門と旧大使館別荘めぐり号
大改修終了後の日光東照宮陽明門と、明治中頃から昭和初期にかけて国際避暑地として発展した中禅
寺湖畔に記念公園として蘇った「英国大使館別荘記念公園（2016 年夏オープン）
」
「イタリア大使館別荘
記念公園」等をお楽しみいただけるコースです。
[運転日] 2018 年４月 21 日（土）～29 日（日）の土休日、５月 12 日（土）～６月３日（日）の土休日、
６月 10 日（日）
・16 日（土）
・17 日（日）
・21 日（木）～30 日（土）
※７月の運行もございます。詳しくは旅行パンフレット等をご確認ください。
② 芭蕉ゆかりの地「黒羽」と幻の苺「とちひめ」歴史と食の恵み号
栃木県北部の名刹で禅宗の日本四大道場のひとつ「雲巌寺」と県外不出のいちご「とちひめ」を楽し
め、伝統工芸「小砂焼」の絵付け体験や那珂川町の名産品を食すことができる魅力満載のコースです。
[運転日]2018年 ４月１日（日）～５月６日（日）の土休日
※ご予約は、ＪＲ東日本管内の主な駅にあるびゅうプラザ（旅行カウンター）
、びゅう予約センター、
またはえきねっと（https://www.eki-net.com/travel/）にて承ります（事前予約制）
。

（２）日光国立公園を巡る観光路線バス「日光・那須 満喫ライナー」
日光国立公園に位置する日光～鬼怒川～湯西川～塩原～那須の間を１日２往復します。
[運転日]2018 年 ５月 11 日（金）～６月４日（月）の金曜日～月曜日
[お問い合わせ先]那須町観光協会 0287-76-2619
（３）観光に便利な二次交通「ちょこっとバスたび」
「大田原市観光周遊バス」
① 「ちょこっとバスたび」は、那須塩原駅と塩原温泉・板室温泉を観光しながら結びます。
[運転日] 2018 年 ４月７日 （土） ～ 23 日（月）の 土曜日～月曜日、
５月 12 日（土） ～ 28 日（月）の土曜日～月曜日、
６月２日 （土） ～ 25 日（月）の土曜日～月曜日
[お問い合わせ先]那須塩原市観光局 0287-46-5326
② 「大田原市観光周遊バス」は、那須塩原駅を起点とし、土曜日は「水戸黄門が発掘した国宝・遺跡と
牛農家直営ＢＢＱランチ」コース、日曜日は「芭蕉ゆかりの黒羽 ３大パワースポットを巡る旅」コー
スで、現地ガイドが大田原市内の歴史・文化・食をご案内します。
[運転日] 2018 年４月１日（日）～６月 30 日（土）の土曜日・日曜日
[お問い合わせ先] 大田原市商工観光課 0287-23-8709
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栃木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 等（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本と交換いたします。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 2018 年４月１日（日）から６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東日本の取組み
別紙２をご参照ください。
詳しくは、駅等で配布する「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペーンガイドブックと、
栃木ＤＣ公式ホームページ(https://www.tochigiji.or.jp/dc/)をご覧ください。

別 紙 １

日光線「いろは」の概要について

現在日光線で運転されている 205 系車両のうちの１編成を、観光でご利用されるお客さまにより快適な移
動時間をお過ごしいただける車両として改造します。
【車両イメージ】

１ 車両の愛称・ロゴマーク
〇 愛称 「いろは」
・日光の名所の一つである「いろは坂」と「物事のいろは」を掛け合わせました。
・日光への旅の始まりである日光線の車内で、日光の様々な魅力を感じていただきたいという思いを込
めています。
〇 ロゴマーク
・いろは坂の頭文字である「い」をモチーフに、いろは坂の
48 のカーブを表現する 48 色で彩りを加えております。
・背景は日光線の路線カラーであるクラシックルビーブラウ
ンを配色し、形状はいろはの頭文字の「Ｉ」とレールの
断面をイメージさせる形状です。

いろは坂

２ 列車内スペース
○ 改造のポイント
・車内内装は木目調とし、シートモケットもクラシックルビーブラウンをベースとした配色で落ち着い
た雰囲気とします。
・木を使用したつり革に変更します（優先席付近を除く）
。
・ドア上に案内表示器を新設し、外国語表記に対応します。
・客室内蛍光灯をＬＥＤ化し、明るい車内を提供します。
・車いすスペースを１か所から２か所に増やし、バリアフリーを強化します。
・Free Wi-Fi を提供できる環境とし、お客さまが観光情報等を得やすくします。
・乗降口は片側２扉にして車内空間を確保します。

快適な大型クロスシート

大型荷物置き場の設置

フリースペースの設置
※画像は全てイメージです。

３ エクステリアデザイン
○ デザインのポイント
・日光線沿線の魅力を外装デザインに取り入れるとともに、日光線のイメージである「レトロ」を意識
したデザインとします。
・日光エリアの自然や観光リソース(キスゲ、華厳の滝、男体山・中禅寺湖)、日光の社寺の彫刻等で扱
われる様々な動物(龍・鳳凰・唐獅子)をモチーフとしたイラストを側面に配置します。
・和の色使い(黒色・黄金色・灰桜色等)で、インバウンドのお客さまを意識したジャポネスク風かつモ
ダンなデザインとします。

○ 車両側面モチーフ（イメージ）
キスゲ

山地や高山の草原などに群生する多年
草です。霧降高原キスゲ平園地などで見
られます。

龍

日光東照宮の陽明門や唐門、五重塔な
どの彫刻で見ることができる霊獣です。

４ 列車の運転方法について
(１)運転開始日
2018 年４月１日(日)

華厳の滝

日光は四十八滝といわれるくらい滝が
多い中で、最も有名とも言える滝です。

鳳凰

日光東照宮の陽明門や唐門、拝殿など
の彫刻で見ることができる霊鳥です。

男体山・中禅寺湖

山自体が信仰の対象である男体山と麓
に広がる中禅寺湖の美しい風景です。

唐獅子

日光東照宮の陽明門や唐門、拝殿など
の彫刻で見ることができる霊獣です。

※画像は全てイメージです。

(２)運転方法
日光線の定期列車として運転しますが、栃木ＤＣ期間中や観光需要の高まる時期等では、栃木県内を
中心とした路線で臨時列車として運転します。

ＪＲ東日本の取組み

別 紙 ２

１． びゅう商品の設定
栃木ＤＣ開催に向けて、地域の皆さまによる観光素材の掘り起こしと磨き上げが行われてきました。
「本
物の出会い 栃木」のキャッチフレーズのもと、
「花」
「食」
「温泉」
「自然」
「歴史・文化」の５つのテーマ
を切り口に、魅力的なびゅう商品を展開いたします。
【主なびゅう商品パンフレット（イメージ）
】

（１）レギュラーパンフレット「とちぎ」
ＪＲ＋宿泊をベースとし、栃木県内の宿泊エリア共通で取り組む「とちぎの地酒 飲み比べ」オプショ
ナルプランや「栃木県産ブランド牛」のスペシャルプラン等の栃木ＤＣ特別企画を掲載しています。
（２）栃木ＤＣメインパンフレット 「はるとち（宿泊）
」
「はるとち（日帰り）
」
（首都圏発のみ）
栃木県の多彩な魅力を楽しめる商品を宿泊、日帰りの２冊のパンフレットで提案しています。宿泊パ
ンフレットでは、宿泊することで楽しんでいただける夜や朝ならではの特別企画をオプショナルプラン
として設定し、現地観光情報とともに掲載して地域の魅力をお伝えしています。日帰りパンフレットで
は、往復のＪＲに現地での体験をセットにして、限られた時間の中でも栃木県を満喫できる商品を多数
ご用意しています。
（３）
「いちご王国とちぎでいちごづくしの旅」
（首都圏発のみ）
いちごの生産量 50 年連続日本一の栃木県でいちごを楽しむ日帰り商品を集めたパンフレットです。
最
も遅い出発は６月 10 日（日）で、６月に入ってもいちご狩りが楽しめます。
（コースにより設定日は異
なります。
）
（４）
「とちぎスイーツベリー号」
（首都圏発のみ）
団体専用列車「とちぎスイーツベリー号」
（４月７日・８日 日帰り）車内ではいちごスイーツを詰め
合わせたスイーツバッグをご提供します。
「いちごの里でいちご狩りランチコース」と「道の駅うつのみ
やろまんちっく村コース」では、30 分食べ放題のいちご狩りも楽しめます。他には宇都宮で自由にお過
ごしいただくフリーコースもございます。
（５）
「とちぎ満喫♪列車旅（第１弾・第２弾）
」
（首都圏発のみ）
とちぎの魅力を車内でも堪能できる団体専用列車の旅行商品です。
第１弾は宇都宮が舞台の映画「キスできる餃子」とタイアップした「キスできる餃子 宇都宮号で行く
餃子とカクテルとジャズの街 宇都宮」
（５月 13 日 日帰り）と、那須町特別イベント「おいしい！楽し
い！体験できる！食と体験の那須いろフェスタ」に参加できる「とちぎ満喫♪列車旅！那須いろ春旅
ＧＯ！」
（６月３日 １泊２日）を設定します。
第２弾は昨年も好評であった、車内でとちぎの地酒の利き酒や蔵元による地酒紹介が楽しめる「ほろ
酔いとちぎ号」
（６月２日・16 日 日帰り）と、沿線各地のご当地グルメを味わいながら、地元の方と
の交流も楽しい「とちぎまんぷく列車」
（６月９日・23 日 日帰り）を本年も設定します。

（６）足利大藤祭り（首都圏発のみ）
４月 18 日（水）～５月 20 日（日）にあしかがフラワーパークで開催される「ふじのはな物語～大藤
まつり 2018～」 の開催にあわせ、今春も日帰り旅行商品を設定します。
2018 年４月のあしかがフラワーパーク駅開業により、あしかがフラワーパークへの列車での来訪は、
より一層便利になります。
当旅行商品では、80ｍにも渡って続く藤の花が見ごろを迎える時期に、周辺地域の栃木・佐野など両
毛線沿線観光もお手軽にお楽しみいただけます。
（７）駅レンタカー ＤＣ特別企画 １泊２日限定レンタカーでとちぎ満喫の旅
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。那須塩原
営業所・宇都宮営業所限定で１泊２日 8,000 円（１台/税込）の栃木ＤＣ特別プランをご用意しました。
両営業所間であれば乗捨料金も不要です。
[設定日]４月１日（日）～６月 29 日（金）※４月 27 日（金）～５月５日（土）出発日分は除きます。
※ＪＲ東日本のびゅうプラザで、びゅう商品とご一緒にお買い求めください。
２．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 24 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。
３．ＰＲイベント等
首都圏各地で栃木ＤＣのＰＲイベントを行い、栃木県への誘客を図るとともに、ＤＣ期間中は県内各地
でイベントを行い、栃木県にまた来ていただける取り組みを行います。
（１）
「いろは」車両展示会・デビュー記念出発式
① ４月１日（日）のデビューへ向けて、日光線「いろは」の車両展示会を開催します。
《第１弾》
・開 催 日 2018 年３月 10 日（土）
・開催場所 鉄道博物館（埼玉県さいたま市）
《第２弾》
・開 催 日 2018 年３月 22 日（木）
・開催場所 日光駅
※イベントの詳細については、別途お知らせいたします。
② 「いろは」の運転開始を記念し、出発式を開催します。
・開 催 日 2018 年４月 1 日（日）
・開催場所 宇都宮駅
（２）栃木産直市の開催
食材や工芸品、観光など栃木県の魅力を幅広くＰＲすることを目的に、栃木産直市を開催します。
場所
開催日
上野駅（中央改札グランドコンコース）
３月 22 日（木）～24 日（土）
大宮駅（西口イベントスペース）
４月 10 日（火）～13 日（金）
東京駅（新幹線南乗換改札正面）
４月 11 日（水）～13 日（金）
品川駅（エキュート品川前）
４月 19 日（木）～21 日（土）
※イベントの詳細については、別途お知らせいたします。

（３）栃木ＤＣキックオフセレモニー
上野駅で開催する栃木産直市（３月 22 日～24 日）会場に併設されたステージにて、栃木ＤＣスタート
へ向けたキックオフセレモニーを開催します。
・開 催 日 2018 年３月 24 日（土）
・開催場所 上野駅グランドコンコース栃木産直市内の特設ステージ
※イベントの詳細については、別途お知らせいたします。
（４）栃木ＤＣオープニングイベント・オープニング列車出発式
① 栃木県庁にて、栃木ＤＣのオープニングを告げるイベントを開催します。
・開 催 日 2018 年４月 1 日（日）
・開催場所 栃木県庁（栃木県宇都宮市）
② 栃木ＤＣオープニング列車「本物の出会い栃木号」運転を記念し、出発式を開催します。
・開 催 日 2018 年４月 1 日（日）
・開催場所 浦和駅
（５）
「ＤＬ＆ＳＬもおか」出発式
「ＤＬ＆ＳＬもおか」の運転を記念し、出発式を開催します。
・開 催 日 2018 年５月 12 日（土）
・開催場所 小山駅
※イベントの詳細については、別途お知らせいたします
（６）
「ＳＬ本物の出会い栃木号」出発式
「ＳＬ本物の出会い栃木号」の運転を記念し、出発式を開催します。
・開 催 日 2018 年５月 19 日（土）
・開催場所 小山駅
※イベントの詳細については、別途お知らせいたします
（７）栃木ＤＣフィナーレイベント・
「那須野物語」出発式
① 栃木ＤＣの最終日に、那須塩原駅前においてフィナーレイベントを開催します。
・開 催 日 2018 年６月 30 日（土）
・開催場所 那須塩原駅前広場
② 「那須野物語」運転を記念し、出発式を開催します。
・開 催 日 2018 年６月 30 日（土）
・開催場所 大宮駅
４．ＪＲ東日本グループでの展開
ＪＲ東日本グループの各社が、栃木ＤＣに連動してのキャンペーンの実施や、栃木県産食材を使用した
企画商品を発売します。
（１）栃木ＤＣ特別企画駅弁
栃木県の魅力が詰まった栃木ＤＣ特別企画駅弁を販売します。
① とちぎご当地グルメ弁当
真岡市の「いちご飯」や上三川町の「かみのかわ黒チャーハン」など、
栃木県のディープなご当地グルメを盛り込んだ駅弁です。
価
格：1,050 円（税込）
販売期間：2018 年４月１日（日）～６月 30 日（土）
販売箇所：東京駅、上野駅、大宮駅等駅弁売店（予定）

とちぎご当地グルメ弁当（イメージ）

② 大人の休日弁当 ～とちぎ江戸料理～
栃木市の新グルメ「とちぎ江戸料理」を懐石弁当風の駅弁にしました。
栃木市出身の料理研究家「冬木れい」先生の監修です。
価
格：2,000 円（税込）
販売期間：2018 年３月１日（木）～６月 30 日（土）
販売箇所：東京駅、上野駅、大宮駅等駅弁売店（予定）
③ 岩下の新生姜とりめし
宇都宮市の老舗駅弁会社㈲松廼家と、岩下の新生姜でおなじみの
栃木市の岩下食品㈱が共同開発した駅弁です。
栃木県産いっこく野州どりと岩下の新生姜を贅沢に使用しています。
栃木県でしか味わえない記念駅弁です。
価
格：850 円（税込）
販売期間：2018 年４月１日（日）～６月 30 日（土）
販売箇所：宇都宮駅 在来線改札内 松廼家駅弁売店、
岩下の新生姜ミュージアム（土日祝のみ）

大人の休日弁当
～とちぎ江戸料理～（イメージ）

岩下の新生姜とりめし（イメージ）

（２）栃木の６次産業化商品
地域の方々と連携して６次産業化商品を開発。首都圏の駅構内店舗や産直市でも販売します。
商品名
品目
共同開発会社
御用邸の月 完熟とちおとめ
菓子
㈱いづみや
ワイン塩グリッシーニ
おつまみ
㈱金谷ホテルベーカリー
㈲ココ・ファーム・ワイナリー
ベイクドチョコレーズン
菓子
栃の彩（とちのいろどり）GOLDEN ALE・IPA
ビール
㈱ファーマーズ・フォレスト

御用邸の月 完熟とちおとめ

ワイン塩グリッシーニ

ベイクドチョコレーズン

栃の彩（とちのいろどり）

※６次産業化とは…農業をはじめとした第１次産業を、食品加工などの第２次産業、流通・販売といった
第３次産業に繋げ、より競争力のある魅力的な産業にしていくこと。

（３）栃木ＤＣと連動したキャンペーンや限定メニューのご提供
① 栃木県の食材を使用したメニューの販売
首都圏のベックスコーヒーショップやリトルマーメイドなどの駅構内店舗で、
栃木県の食材を使用し
た特別メニューを販売します（期間：2018 年３月 1 日～６月 30 日）
。
② 「栃木“いちご”一会」キャンペーン
エキナカ商業施設「エキュート」全８館の各ショップで、栃木県の食材を使用したオリジナル商品
を販売します（期間：2018 年４月９日～22 日 ※エキュート大宮のみ４月２日から開始）
。
③ 宇都宮駅ビルパセオでの取組み
館内ショップにおいて栃木ＤＣ限定の商品やメニューの展開、地酒試飲販売会などのイベントを
実施予定です（期間：2018 年４月 1 日～６月 30 日）
。
④ 「とちぎでのお買いものは Suica・PASMO で！キャンペーン」
栃木ＤＣの期間中にエントリーして、栃木エリアの対象店舗等で Suica・PASMO 等交通系電子マネー
を使って 1 回 1,000 円（税込）以上お買いものをされた方の中から、抽選でプレゼントが当たります。

⑤ 「栃木ＤＣ×ビューカードキャンペーン」
栃木ＤＣ期間中のご利用金額合計１万円（税込）を１口として、キャンペーンにエントリーいただ
いたビューカード会員さまの中から抽選で栃木県の名産品等をプレゼントします。栃木県内のビュー
カード加盟店である「宇都宮駅ビルパセオ」や「小山駅ビルバル」等でお買い物いただくと抽選口数
は５倍、またＪＲ東日本の旅のブランド「びゅう商品」の栃木県向けの商品をお買い求めいただいた
場合も抽選口数は５倍となります。
※詳細については、各社ＨＰ等で別途お知らせいたします。
５．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「大人の休日倶楽部」の会員の皆さまに、栃木県にお越しいただく
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 栃木
2018年４月１日（日）
、
「大人の休日倶楽部」の会員で構成される「趣味の会」の皆さまによる栃木県庁
での発表会を行います。
（２）大人の休日倶楽部会員誌での栃木特集
大人の休日倶楽部の会員誌にて、栃木ＤＣにちなんだ特集記事を掲載します。
（３）栃木ＤＣ期間中に「大人の休日倶楽部パス」を発売
ＪＲ東日本・北海道管内等が 2018 年６月 21 日（木）～７月３日（火）の連続する４日間または５日間
乗り降り自由です。※詳しくは専用サイトをご覧ください。
（ＵＲＬ： https://jre-ot9.jp/ticket/clubpass_e.html）
６．宣伝展開・装飾
ＪＲ東日本グループの様々な媒体を活用し、栃木県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
ＪＲ東日本「大人の休日倶楽部」のメインキャラクターをつとめる吉永小百合さんが栃木県内で撮影し
たＴＶＣＭやポスターを掲出します。

黒羽の芭蕉篇（イメージ）

奥日光のリゾート篇（イメージ）

・ポスター掲出期間：２月 14 日（水）～６月 30 日（土） ＪＲ東日本・ＪＲ北海道エリアにて掲出
・ＴＶＣＭ放映期間：黒羽の芭蕉篇 ２月 14 日（水）～２月 28 日（水）東日本・北海道エリアにて放映
奥日光のリゾート篇 ４月１日（日）～４月 15 日（日）東日本・北海道エリアにて放映
（２）ＪＲ東日本と東武鉄道による宣伝展開
① 共通ポスターの掲出
キャンペーンロゴに使用されている「いちごちゃん」と
「たびとくん」を使用した栃木ＤＣポスターを両社で制作し、
両社の主な駅に掲出して栃木ＤＣをＰＲします。

共通ポスター（イメージ）

② 車両ジャックによる宣伝強化
都内を運転する車両広告を３月に重点的に行うことで、
栃木ＤＣスタートをＰＲします。
○ＪＲ東日本・山手線Ｅ235 系車両１編成
・実施期間：３月３日（土）～３月 30 日（金）
・実施概要：車体広告及び車内広告
（中吊広告・トレインチャンネル・ドア横広告）

JR 東日本 山手線Ｅ235 系装飾（イメージ）

○東武鉄道・東武スカイツリーライン（日比谷線直通車両）１編成
・実施期間：３月４日（日）～３月 30 日（金）
・実施概要：車内広告（中吊広告・まど上・ドア横広告）
○東武鉄道・東武東上線（有楽町・副都心線直通車両）１編成
・実施期間：３月４日（日）～３月 30 日（金）
・実施概要：車内広告（中吊広告・まど上・ドア横広告）
東武鉄道 池袋駅サイネージピラー（イメージ）

③ 駅デジタルサイネージによる宣伝強化
両社の主な駅のデジタルサイネージにて、栃木ＤＣのスタートをＰＲします。

（３）新幹線車内誌「トランヴェール」での栃木特集
新幹線に設置している「トランヴェール」の４月号で栃木県の特集記事を掲載します。
（４）トレインチャンネルによる宣伝展開
３月から６月末までの間、主な線区を運行する列車内の
トレインチャンネルで、栃木ＤＣ実行委員会が制作した動画を放映します。
（５）ＪＲ東日本エリア内の駅の主な装飾
のぼり旗、卓上型のぼり、フラッグ、駅ポスター等を掲出します。
７．ＪＲ東日本グループのおもてなし
（１）おもてなしバッジの着用
栃木エリアを中心にＪＲ東日本およびグループ会社の関係社員等が
おもてなしバッジを着用します。

フラッグ・のぼり旗（イメージ）

（２）
「栃木の駅スタンプラリー」の実施
栃木ＤＣ開催期間中、栃木県内のＪＲ東日本の駅に設置されている
おもてなしバッジ（イメージ）
駅スタンプを活用したスタンプラリーを実施します。
スタンプを集めていただいた方には、
オリジナルミニタオルを先着 3,000 名さまにプレゼントします。
※詳細は栃木県内の主な駅に設置予定の専用チラシ（兼スタンプ台紙）をご参照ください。
（３）駅舎リニューアル
① 栃木ＤＣに向けて、那須塩原駅を旅の玄関口としてリニューアルします。

コンコース（イメージ）

改札外待合室（イメージ）

新幹線待合室（イメージ）

観光案内所（イメージ）

② 宇都宮駅、小山駅においてもサイン改修や通路美化、イベントスペース改修を実施します。

（４）発車メロディの変更
栃木ＤＣ開催期間限定で、宇都宮駅・今市駅の発車メロディを変更します。
○ 宇都宮駅（５番線及び７～10 番線ホーム）
メロディ：栃木県の「県民の歌」
○ 今市駅
メロディ：栃木県出身の作曲家「船村徹」の代表作「王将」

