※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の観光列車や企画・
イベント等が中止、延期、変更となっております。
詳細は、ハローナビしずおかホームページをご覧ください。
【観光列車】https://hellonavi.jp/dc/kankou_resha.html
【企画・イベント等】https://hellonavi.jp/dc/index.html

２ ０ ２ ０ 年 １ 月 ３ ０ 日
静岡県大型観光キャンペーン推進協議会
東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

「静岡デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーン」
の開催について
静岡県と東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）及び東日本旅客鉄道株式会社（以下、
ＪＲ東日本）では、２０１８年のプレキャンペーンから３年にわたり展開する静岡デスティ
ネーションキャンペーンにおいて、本年４月１日から６月３０日にかけて、その締めくくり
となる「静岡デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーン（以下、静岡ＤＣアフ
ターＣＰ）」を開催いたします。
ＤＣ本番と同様に「アッパレ しずおか元気旅」をキャッチコピーとし、食、風景、歴史・
文化といった切り口から、静岡県の魅力を存分にお楽しみいただける旅をご提案します。
１． キャンペーンイチオシ企画
ＤＣ本番でご好評いただいた「風景」
「食」
「歴史・文化」の３つのテーマを盛り込んだ特
別企画をご用意しました。久能山東照宮夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」を巡る着地
型ツアーバスや願成就院特別拝観等、新たな企画も登場します。
２． 観光列車
静岡県内各地のＤＣ特別企画をお楽しみいただける観光列車を８種類、計 11 列車運行し
ます。
３． ウォーキングイベント
静岡県内各地の観光スポットをめぐるウォーキングイベントとして、ＪＲ東海では「さわ
やかウォーキング」を、ＪＲ東日本では「駅からハイキング」を実施します。
４． 旅行商品
東海道新幹線と「ふじのくに家康公きっぷ」や「浜名湖ガーデンパス」のセット商品、
特急「サフィール踊り子」利用商品等を発売します。
５． 宣伝展開
イベントガイドブック、ポスターをＪＲ東海・ＪＲ東日本管内の主な駅等で配布・掲出
します。
６． その他
伊東線伊東駅の改装が 2020 年３月に完了します。また、同駅で車両展示イベントを行い
ます。下田では特急「サフィール踊り子」カラーにラッピングされた定期観光バスが登
場します。

別紙

１． キャンペーンイチオシ企画
詳細な情報は２月 10 日頃から配布するイベントガイドブック等をご覧ください。
(１) 国宝・久能山東照宮 「徳川歴代将軍名宝展」
・夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」
ＤＣ本番で大変好評であった特別企画が静岡ＤＣアフターＣＰ
期間に合わせ再び登場！
○「徳川歴代将軍名宝展」
重要文化財 太刀 無銘 光世作
久能山東照宮所蔵の徳川歴代将軍に関わる刀剣等の名宝を
（ソハヤノツルキ）
ご覧いただけます。東照宮博物館収蔵刀剣の双璧をなす屈指
の名刀と言われる太刀を期間限定で展示する予定です。
・重要文化財 太刀 無銘 光世作（ソハヤノツルキ）※４月
国宝 太刀 銘 真恒
・国宝 太刀 銘 真恒 ※５月
○夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」
優麗な竹灯篭で境内がライトアップされ、雅な音楽が織り成す
幻想的な空間の中での夜間特別拝観をお楽しみいただけます。
≪イチオシポイント≫
夜間特別拝観
① ＤＣ本番期間中、名宝展は約 50,000 人、夜間特別拝観は
天下泰平の竹あかり
約 13,000 人が来場した大人気企画です。
② ご参拝時にご利用いただける「静岡鉄道 日本平ロープウェイ」では、2019 年 12
月、約 30 年ぶりにゴンドラをリニューアル！快適になった新型ゴンドラでの空の
旅もお楽しみください。
【開催期間】（名宝展）４月１日（水）～６月 30 日（火）
（夜間特別拝観）４月 25 日（土）～
静岡ＤＣアフターＣＰ期間中の土・日・祝開催予定
【開催時間】（名宝展）8：00～17：00 ※夜間特別拝観開催日は同時間帯も開館
（夜間特別拝観）18：15～21：15（最終入場 20：15）（予定）
【開催場所】（名宝展）久能山東照宮博物館
（夜間特別拝観）久能山東照宮、久能山東照宮博物館
【拝 観 料】（名宝展）大人 400 円、小人（4 才～12 才）150 円
※社殿参拝、ロープウェイ運賃は別途必要です。

（夜間特別拝観）前売券：大人 2,200 円、中学生 1,700 円、
小学生 1,200 円（予定）
当日券：大人 2,500 円、中学生 2,000 円、
小学生 1,500 円（予定）
【問合せ先】日本平ロープウェイ 054-334-2026

※写真・イラストは、すべてイメージです。

・夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」を巡る個人向け着地型ツアーバス
久能山東照宮夜間特別拝観「天下泰平の竹あかり」への交通アクセスが便利に！
開催日時に合わせ、個人のお客様がご利用いただける静岡駅発着の着地型ツアーバ
スを運行します。バスおよびロープウェイの往復代金に加え、久能山東照宮の拝観
料もセットになったお得なプランです。（要予約）
【開催期間】４月 25 日（土）～６月 28 日（日）の土・日・祝（予定）
【実施時間】18：00 頃～21：30 頃（所要時間 3 時間 30 分）（予定）
【集合場所】JR 静岡駅（参加者には別途お知らせ）
【旅行代金】おとな 4,800 円 中学生 4,300 円 小学生 3,800 円（予定）
【予
約】利用希望日の５日前まで
【定
員】各回 40 名まで（最少催行人員２名）
【申 込 先】静鉄観光サービス株式会社 054-252-2306
(２) 願成就院 ＤＣ特別開催！本堂ご本尊阿弥陀如来坐像特別拝観
北条氏の氏寺である願成就院にて、2022 年大河ドラマ「鎌倉殿
の 13 人」の主人公・北条義時公がお祀りしたとされる慶派仏
師の御本尊「阿弥陀如来坐像」を特別拝観いただけます。特別
御朱印や願成就院の焼印入りの茶菓でのおもてなしもあり、ス
ペシャル感満載です。（要予約）
願成就院本堂ご本尊
願成就院 所蔵

≪イチオシポイント≫
① 通常一般公開していない 1789 年建立の茅葺屋根の本堂内を副住職が特別にご案内
します。ご本尊「阿弥陀如来坐像」を拝観いただけます。
② 願成就院は国宝の運慶作五体の仏像群を所蔵。2017 年東京国立博物館「運慶展」
で人気を博した「毘沙門天立像」を含む５体を間近で拝観いただけます。
（拝観料
は「阿弥陀如来坐像」の特別拝観とは別に必要です）
【開催期間】４月～６月 の土・日・祝
【実施時間】9：20～10：00（集合 9：15）
【集合場所】願成就院（伊豆の国市寺家 83－１）
【拝 観 料】本堂ご本尊阿弥陀如来坐像特別拝観 1,200 円
大御堂（国宝五仏）拝観 500 円
【定
員】各日 30 名（最少催行人員５名）
【予
約】拝観希望日の７日前まで
【申 込 先】願成就院 055-949-7676

※写真・イラストは、すべてイメージです。

(３) 遠州三山風鈴まつり
４回目の開催となる「遠州三山風鈴まつり」が、今年も開催さ
れます！昨年同様、遠州三山（法多山、油山寺、可睡齋）にて、
各寺の個性を活かした風鈴で装飾されるのはもちろん、昨年よ
りもパワーアップした装飾をご覧いただけます。
≪イチオシポイント≫

遠州三山風鈴まつり（法多山）

① 三山が創意工夫を凝らした風鈴の装飾は、まさにフォトジェニック。静岡ＤＣアフ
ターＣＰでも、特別に開催日を前倒しして５月から楽しめます。
② 開催期間中には各寺にて風鈴まつり限定御朱印を授与いただけます。
【開催期間】５月 23 日（土）～８月 31 日（月）
【開催場所】法多山（袋井市豊沢 2777）
可睡斎（袋井市久能 2915－１）
油山寺（袋井市村松１）
【問合せ先】袋井市観光協会 0538-43-1006
※拝観可能な日時、拝観料等は各寺で異なります。詳細はお問い合わせください。

(４) 「はままつフラワーパーク」開園５０周年！浜名湖花フェスタ 2020
「日本の春は浜名湖から」浜名湖花フェスタが本年も開催。浜
名湖周辺の１５施設で次々と見ごろを迎える花のリレーをお楽
しみいただけます。
特に、今年開園５０周年を迎える「はままつフラワーパーク」
では、昨年も好評を博した「フジとスマイルガーデンのライト
アップ」や「大物盆栽展」をはじめ、
「虹のフジのトンネル」前 はままつフラワーパーク
夜のフジ
に白を基調としたガーデンが新たに誕生する等、よりスケール
アップした展示や装飾をお楽しみいただけます。
≪イチオシポイント≫
① 浜名湖周辺のホテル・旅館、飲食店、観光施設が参加して、入園料の割引をはじめ
記念品の提供等、おもてなしサービスを行い、同時にスタンプラリーを実施します。
② はままつフラワーパーク人気の大噴水ショーがリニューアル。年配の方や車いす
利用の方も高低差のある園内を楽に移動していただけるスロープカーも新たに登
場します。
【開催期間】３月 20 日（金・祝）～６月 14 日（日）
【開催時間】はままつフラワーパーク（浜松市西区舘山寺町 195）
浜名湖ガーデンパーク（浜松市西区村櫛町 5475－１）ほか全 15 施設
【問合せ先】浜名湖花フェスタ 2020 実行委員会 053-487-0152
※開催時間、入場料等は各施設で異なります。詳細はお問い合わせください。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

(５) 岳南電車 鉄道＆工場 Ｗ夜景をＷ撮り！
日本夜景遺産である岳南電車にて、夜景観光士の乗務員による
解説を受けながら車窓から工場夜景を眺める人気企画「夜景電
車」。静岡ＤＣアフターＣＰに合わせ、工場夜景が特に美しい１
駅区間を途中下車して散策する特別企画を実施します。
（要予約） 岳南電車 夜景電車
≪イチオシポイント≫
① ＤＣ本番でも大好評！鉄道本体としては初めての日本夜景遺産に選出された岳南
電車の魅力を余すことなく楽しめます。
② 今では珍しくなった旅情あふれる硬券の乗車証明書や、岳南電車オリジナルグッ
ズ、地元の人気パン屋が作る岳南電車パン（当企画限定）の軽食付き！
【開催期間】４月４日（土）、18 日（土）、５月２日（土）
【実施時間】18：30～20：40（予定）
【集合場所】岳南電車吉原駅
【参 加 費】2,000 円
【定
員】各日 50 名（最少催行人員２名）
【予
約】参加希望日の１日前まで
【申 込 先】岳南電車株式会社 鉄道課 0545-53-5111
(６) 焼津港で「朝メシ」！迫力のセリ見学と、ブランド「焼津ミナミマグロ丼」！！
国内有数の規模を誇る焼津港で、漁協職員のわかりやすいガイド
を受けながら、迫力とスピード感あふれる「マグロの朝セリ」を間
近でご覧いただける企画。見学後は、魚市場の雰囲気を感じなが
ら、上品な甘みと濃厚な旨みが特徴で“赤いダイヤ”とも称される
「焼津ミナミマグロ」の刺身をご飯に盛り付け、マグロあら汁等 焼津ミナミマグロ丼
の特製汁物と共に贅沢な朝ごはんをご賞味ください。（要予約）
※漁協限定ツナ缶やオリジナルグッズ等のお土産付き！
≪イチオシポイント≫
① ブランド「焼津ミナミマグロ」たっぷりの贅沢な朝食を味わえます。
② 間近で見られるセリの様子はまさに圧巻。セリで使われる独特な用語等も漁協職
員がわかりやすく解説します。
③ 快晴日は港越しに富士山を望めます。運が良ければ冷凍マグロの水揚げ、通称「マ
グロツリー」もご覧いただけます。
【開催期間】４月～６月の火又は金曜日（除外日あり）
【実施時間】7：00～8：30 頃（集合 7：00）
【集合場所】焼津漁業協同組合鮮魚解凍売場（焼津市城之腰 269-11）
【参 加 費】3,000 円 ※未就学児無料
【定
員】各日 50 名（最少催行人員４名）
【予
約】参加希望日の５日前まで
【申 込 先】焼津漁業協同組合 総務部 054-628-7112
※写真・イラストは、すべてイメージです。

２． 観光列車
ＤＣ本番に引き続き、沿線地域の皆様にご協力をいただきながら、静岡県内各地のＤＣ
特別企画をお楽しみいただける観光列車を８種類、計 11 列車運行します。
ＤＣ本番でご好評いただいた列車の魅力を更に磨き上げたほか、静岡県の「食、風景、
歴史・文化」の素晴らしさを実感いただける新企画もご用意しました。これらは、主に、
観光列車へのご乗車と現地の観光がセットになったツアー商品として発売します。ツアー
商品をお申し込みのお客様向けに、列車内や現地にて特別に体験できる企画をご用意して
いるほか、列車内や到着駅でも地域の皆様によるおもてなしを予定しています。
※ツアー商品のコース内容等、詳細は各旅行会社にお問い合わせください。
【観光列車の概要】
＜静岡県全域＞
(１)しずおかグルメ列車～クロージング列車～
複数ある静岡県の魅力の一つとして、高い質を誇る「食」をお楽しみいただくため、
お座敷列車による観光列車を企画しました。静岡県の食の特徴は、しらすや鰹をはじめ
とする海産物の他にも、畜産物や果物でもおいしい食材が揃う食材の宝庫であることで
す。
そこで、この観光列車では静岡県産の食材にこだわった特製弁当(桃中軒)をご提供
し、途中駅では日本屈指のご当地グルメ「みしまコロッケ」やＢ級グルメ「浜松餃子
（五味八珍静岡パルシェ店）」を積み入れながら、静岡グルメの奥深さを堪能いただき
ます。さらに、旅の締めくくりのデザートは、静岡が誇るクラウンメロンを贅沢に使っ
た特製ケーキ（patisserie 季季）を提供します。この列車に乗って、静岡グルメを食べ
尽していただき、静岡県が届ける「元気旅」をお楽しみください。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

熱海

浜松

6/27

485 系「華」

10：44

14：59

（土）

（6 両編成）

特製弁当（桃中軒）

みしまコロッケ（桃中軒）

発売旅行会社

浜松餃子（五味八珍）

クラウンメロンケーキ
（patisserie 季季）

※写真・イラストは、すべてイメージです。

＜伊豆エリア＞
(２) 「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）」
①オープニング列車
「春たびＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ(伊豆クレイル)相模線から伊豆へ」
伊豆の景色を眺めながら「食」と「お酒」、「会話」を楽しむリゾート列車「伊豆クレ
イル」が、静岡ＤＣアフターＣＰのオープニングを記念して初めて相模線から伊豆へ運
行します。
出発駅の橋本駅ではオープニングを記念して出発式を、到着駅の伊豆急下田駅では
お出迎えセレモニーをいたします。
車内では相模線沿線の特産品をお楽しみいただく等特別なおもてなしをいたします。
料理監修の秋元さくらさんが「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）」にてこれまで
提供したメニューから人気料理をセレクトした特別メニューをお楽しみいただけます。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

橋本

伊豆急下田

4/4

10：36 頃

14：11 頃

（土）

651 系
「伊豆クレイル」
（4 両編成）

※復路についても伊豆急下田駅 15：23 頃発

→

発売旅行会社

小田原駅 17：29 頃着でツアー商品として販売します。

【お食事】
クレイルスタイル・スプリング・
ランチセット

651 系「伊豆クレイル」

商品パンフレット

②クロージング列車
「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）ＬＡＳＴ ＲＵＮ」
2016 年７月に「のってたのしい列車」として初めて女性をメインターゲットに
デビューした「伊豆クレイル」は、この運行がラストランとなります。
出発駅・到着駅となる小田原駅・伊豆急下田駅では伊豆の皆さまとお見送り・お出迎
えするほか、沿線でも関係者によるお見送りをいたします。
料理監修の秋元さくらさんが「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）」にてこれまで
提供したメニューから人気料理をセレクトした特別メニューをお楽しみいただけます。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

小田原

伊豆急下田

11：40 頃

14：11 頃

6/28

伊豆急下田

小田原

（日）

651 系
「伊豆クレイル」
（4 両編成）

15：31 頃

17：29 頃

発売旅行会社

651 系「伊豆クレイル」

※写真・イラストは、すべてイメージです。

(３)サフィール踊り子
お客さまに伊豆の「本物の魅力」を体験していただくとともに、この「魅力」を世界に向けて発信
するために、新たな観光特急列車「サフィール踊り子」が 2020 年３月 14 日に運行開始します。
ゆったりとしたプライベート空間とくつろぎの空間を実現する「プレミアムグリーン」、気の合う仲
間や大好きな家族とゆったりとした時間をお過ごしいただける「グリーン個室」、広く快適な座席の
「グリーン車」で、移りゆく車窓を眺めながら移動中も優雅な時間をお過ごしください。

【サフィール踊り子】

【１号車：プレミアムグリーン】

【４号車：カフェテリア】

※サフィール踊り子３号は平日の指定日運転、５号は土休日の指定日運転となります。
運転日は最新の時刻表でご確認ください。

【２・３号車：グリーン個室
(１～４名用/１～６名用)】

【５～８号車：グリーン車】

【ヌードル】

オープニング列車・クロージング列車
４月４日の静岡ＤＣアフターＣＰオープニングと、６月 28 日の同クロージングの際に
は、沿線各駅にて地域の方々と「サフィール踊り子」１号・２号へのお出迎えお見送りを
するほか、伊豆急下田駅では、６次産業化商品の「しおかつおうどんスナック」をプレゼ
ントします。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

＜富士山エリア＞
(４)特急 富士 ～富士山満喫トレイン～
富士山の絶景と桜のコラボレーションをお楽しみいただける観光列車として、日本で
由緒ある列車名の１つである「富士」の名称を復活して運行します。雄大な富士山を車窓
やホームから望み、富士山を心の底から満喫いただけます。ツアー商品にお申込みの方
は、車内にてテレビ出演の経験もある富士山ガイドによる特別案内や、富士山湧水を使
った特産品をお楽しみいただけます。
さらに、現地では、約 500 本の桜が彩る富士山本宮浅間大社にて、美しい富士の景色
とともに能の舞台を優待席でお楽しみいただけます。是非この機会に、この季節ならで
はの富士の旅にお越しください。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

松田

富士宮

4/4

373 系

12：30

15：02

（土）

（6 両編成）

昨年の富士山満喫トレイン

発売旅行会社

ミス富士山によるＰＲ

富士山本宮浅間大社「能」

＜するがエリア＞
(５)ホビーのまち静岡トレイン
ＤＣ本番でご盛況いただいた企画を、静岡ＤＣアフターＣＰでも実施します。ＤＣ本
番でも車内を盛り上げていただきました女子鉄アナウンサー久野知美さんに熱海発の列
車に、筋金入りの鉄道ファンとして知られるホリプロマネージャー南田裕介さんに名古
屋発の列車にご乗車いただくとともに、熱海発は静岡貨物駅、名古屋発は西浜松駅の貨
物線を経由して運行します。ツアー商品にお申込みのお客様は、東静岡駅到着後に「グ
ランシップトレインフェスタ」で日本有数の鉄道イベントをお楽しみいただきます。ま
た同日には、模型ホビーイベント「第 59 回静岡ホビーショー」も開催され、「ホビーの
まち静岡」として大変賑わいます。
さらに、ツアー商品をお申し込みのお客様に限り、トレインフェスタをお楽しみいた
だいた後に、大井川鐵道の貸切ＳＬへご案内します。当日限定のヘッドマークをあしら
ったＳＬにご乗車いただき、千頭駅ではＳＬのライトアップも実施いたします。復路の
車内では、照明を落として、夜行列車のような趣をお楽しみいただきます。是非、ツア
ー商品で観光列車・ＳＬの２種類の列車を贅沢にお楽しみください。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

発駅・時刻

着駅・時刻

熱海

東静岡

8：57

10：27

名古屋

東静岡

7：21

11：29

運転日

編成

5/16

373 系

（土）

（3 両編成）

グランシップトレインフェスタ会場

発売箇所

大井川鐵道ＳＬライトアップ

静岡ホビーショー

(６) 焼津ミナミマグロ満喫
ＤＣ本番でも大変な好評をいただきました、焼津市と焼津漁業協同組合との共同企画
である「焼津ミナミマグロ満喫」号を静岡ＤＣアフターＣＰでも運行します。
やいづ親善大使であるＳＫＥ４８の青木詩織さんに旅のナビゲーターとして列車に同
乗してもらい、焼津市の魅力をご紹介いただきます。車内では焼津の漁師のおやつ「み
そまん」を茶処 島田、藤枝、川根本町の銘茶とともに食べ比べていただきます。焼津港
では高級ブランド食材である「焼津ミナミマグロ」の解体ショーや、焼津ミナミマグロ
を含む３種のマグロの食べ比べの昼食をご用意します。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

焼津

5/30

373 系

8：23

11：28

（土）

（3 両編成）

昨年の様子

発売旅行会社

焼津港でのマグロ解体ショー

マグロ食べ比べ（盛付例）

※写真・イラストは、すべてイメージです。

＜中東遠エリア＞
(７) 遠州三山風鈴まつり
昨年、約 50 万人が訪れた「遠州三山風鈴まつり」（法多山尊永寺、萬松山可睡齋、醫
王山油山寺）の開催初日に合わせて観光列車を運行します。
このまつりの特徴は、静岡を代表する名刹を個々に個性を持った風鈴が飾り、それが
静岡ならではの涼景となってお客様をお迎えすることです。この静岡ならではの風景を
お楽しみいただくため、観光列車の車内では、寺院で使われる風鈴をあしらうほか、「袋
井ほっと観光特使（予定）」や「観光フロンティアガイド」からこの旅の魅力をＰＲして
いただきます。
さらに、ツアー商品でお越しになるお客様に限り、静岡の緑茶の香りと優しい甘さの
餡子を使った“観光列車限定”「静岡緑茶餡だんご」を法多山で特別にご提供するほか、
可睡齋では風鈴が織りなす風景をゆったりとお楽しみいただくために、寺院の一角を貸
切でお楽しみいただきます。是非、静岡の涼とスイーツをツアー商品でお楽しみくださ
い。
発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

袋井

5/23

373 系

8：23

10：31

（土）

（3 両編成）

可睡齋

法多山

発売旅行会社

油山寺

“観光列車限定”静岡緑茶餡だんご

＜浜松・浜名湖エリア＞
(８)アメイジングガーデン・浜名湖
日本には、地域ならではの特徴を持つ多様な庭園が存在します。それらの魅力をより
多くの方に知っていただくため、昨年、国土交通省では「ガーデンツーリズム登録制
度」を創設しました。その第一回登録において、浜松及び静岡県西部地域の取り組みで
ある「アメイジングガーデン・浜名湖」が認定されました。
この観光列車では、浜松エリアの庭園の素晴らしさを「はままつフラワーパーク」の
塚本こなみ理事長に解説いただきます。また７つの構成庭園のうち、龍潭寺、はままつ
フラワーパーク、可睡ゆりの園の３つの庭園を巡り、昼食にはうなぎもお楽しみいただ
ける企画をご用意しました。是非、花や庭園と浜松の食の魅力を満喫できる観光列車に
ご乗車ください。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

発駅・時刻

着駅・時刻

運転日

編成

名古屋

新所原

6/6

キハ 75 形

8：23

10：02

（土）

（3 両編成）

発売旅行会社

龍潭寺

可睡ゆりの園

はままつフラワーパーク

＜全ての観光列車 共通のご案内＞
※上記の各観光列車の運転日・時刻・車両、ツアー商品等の内容は変更となる場合があります。
※ツアー商品と記載の列車は旅行会社のツアー商品として発売します。
※ＪＲ窓口と記載の列車は、当該きっぷをＪＲの窓口でも発売します。全車指定席のため、必要
な乗車券類は乗車日の１ヶ月前の午前 10 時から全国のＪＲの主な駅で発売します。
※ツアー商品とＪＲ窓口の両方の記載がある列車は、ツアー商品ときっぷの両方で発売があります。

【観光列車の旅行商品に関するお問合せ先】
・株式会社ジェイアール東海ツアーズ
ぷらっと旅・コールセンター ℡03-6854-4310
・株式会社阪急交通社
東京トラピックス国内

℡03-6745-1300

・クラブツーリズム株式会社
名古屋国内旅行センター ℡052-300-0022
国内予約センター ℡03-5998-2000
関西国内 ℡06-6733-0060
・株式会社びゅうトラベルサービス
びゅう予約センター ℡03-3843-2001
※個人型商品のみの取り扱い
※「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）」の商品につきまして４月運行分は、
２月上旬頃より、６月運行分は５月中旬頃よりご案内いたします。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

３．ウォーキングイベント
地域の自治体等と連携し、予約不要で気軽に参加できる人気のウォーキングイベントとし
て、ＪＲ東海では「さわやかウォーキング」を、ＪＲ東日本では「駅からハイキング」を実
施します。春のさわやかな陽気の中、県内各地の観光スポットと共にウォーキングをお楽し
みください。また、ＤＣ本番に引き続き、静岡ＤＣアフターＣＰの特別コラボとして「さわ
やかウォーキング」と「駅からハイキング」の共同開催もございます。
(１)さわやかウォーキング
・静岡ＤＣアフターＣＰ記念コースを計 12 コース開催します。
・地域がおすすめするＤＣ観光素材を組み込んだコースを設定します。
・コース中では地元の方々によるおもてなしを行います。
《コース一覧》
【静岡ＤＣアフターＣＰ記念コース（12 コース）】
開催日

スタート駅

4 月 12 日（日）

東海道線・菊川駅
東海道線・浜松駅

4 月 18 日（土）

伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅★

概要
お茶をお楽しみいただくほか、初代静岡県知事「関口隆吉」
生誕地を巡るコースです。
浜松まつり会館に立ち寄るコースです。
富士山を眺めながら、伊豆の暖かな春の訪れを満喫できるコ
ースです。

4 月 25 日（土）

東海道線・藤枝駅

5 月 6 日（水・休）

天竜浜名湖鉄道・敷地駅

獅子ヶ鼻公園に立ち寄るコースです。

5 月 10 日（日）

東海道線・焼津駅

焼津の食を満喫いただくコースです。

5 月 17 日（日）

東海道線・東静岡駅

5 月 24 日（日）

東海道線・三島駅

5 月 31 日（日）

身延線・富士宮駅

6 月 13 日（土）

伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅

6 月 20 日（土）

東海道新幹線・熱海駅★

蓮華寺池公園の藤まつりをお楽しみいただくコースです。

日本最大級の鉄道イベント「グランシップ トレインフェスタ」
会場や周辺の鉄道関連施設を特別に公開するコースです。
柿田川公園の湧水やみしま花のまちフェアをお楽しみいた
だくコースです。
「ふじのくに」伝統芸能フェスティバルをお楽しみいただくコ
ースです。
世界文化遺産韮山反射炉等を巡るコースです。
初夏の熱海を彩る花々「ジャカランダ」「ブーゲンビリア」を愛で
ながら、温泉街散策するコースです。
下田港を望む高台にある下田公園で咲き誇る多彩な紫陽花

6 月 27 日（土）

伊豆急行線・伊豆急下田駅★

や寝姿山山頂の「ネスガタブルー」と呼ばれる色鮮やかな青色
の紫陽花を楽しむコースです。

★…「駅からハイキング」との共同開催コース
※企画概要は変更となる可能性があります。

(２)駅からハイキング
・静岡ＤＣアフターＣＰ記念コースを伊豆地域で計５コース開催します。
・伊東駅や熱海駅のコースは、長期間の開催のため、お客さまの予定にあわせてご参加い
ただけます。
・地域の方々がおすすめするスポットを盛り込んだコースや、地元の学生と連携して設定
したコースをご用意しました。
【静岡ＤＣアフターＣＰ記念コース（５コース）】
開催
4 月 6 日（月）～
6 月 30 日（火）

伊東温泉七福神ゆかりの仏閣・神社をめぐり
伊東線・伊東駅

（6 月 20 日（土）

ながら、温泉情緒の残る遊歩道や観光施設を
めぐるコースです

4 月 18 日（土）～
6 月 30 日（火）

概要

スタート駅

熱海のジオスポットを巡り、伊豆半島の成り立
東海道線・熱海駅

ちを感じられるコースです。

を除く）
4 月 18 日（土）

伊豆箱根鉄道・伊豆長岡駅★

富士山を眺めながら、伊豆の暖かな春の訪れ
を満喫できるコースです。
初夏の熱海を彩る花々「ジャカランダ」「ブーゲ

6 月 20 日（土）

東海道線・熱海駅★

ンビリア」を愛でながら、温泉街散策するコー
スです。
下田港を望む高台にある下田公園で咲き誇る

6 月 27 日（土）

伊豆急行線・伊豆急下田駅★

多彩な紫陽花や寝姿山山頂の「ネスガタブル
ー」と呼ばれる色鮮やかな青色の紫陽花を楽
しむコースです。

★…「さわやかウォーキング」との共同開催コース

４．旅行商品
(１) フリープラン
【東海道新幹線利用商品】
「ふじのくに家康公きっぷ」付商品
■商品概要：静岡県内の「東部」「中部」「西部」の各エリアに設定されたフリー区
間内において各エリア指定のＪＲ、私鉄、バス等の交通機関の普通車
自由席、一般席が２日間乗り放題となる「ふじのくに家康公きっぷ」
付の旅行商品です。
また、浜松エリア商品として「ふじのくに家康公きっぷ」と「浜名湖
ガーデンパス」がセットになった商品も発売します。
■設 定 日：４月１日（水）出発分～６月 30 日（火）帰着まで
■発 売 日：２月以降順次
■出発地区：首都圏・名古屋地区・関西地区
※本年４月以降の「ふじのくに家康公きっぷ」のご利用条件・割引特典等の詳細は、
Japan Highlights Travel のＨＰ(https://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、
今後順次ご案内してまいりますので、ご確認ください。

○「浜名湖ガーデンパス」について
ガーデンツーリズム「アメイジングガーデン・浜名湖」７施設のうち、はままつフラ
ワーパーク、龍潭寺、浜松城天守閣の３施設を巡ることができる２日間有効の共通入
館券です。４～６月のアフターキャンペーン期間限定で発売いたします。

はままつフラワーパーク

龍潭寺

浜松城天守閣

○「アメイジングガーデン・浜名湖」とは
浜松・浜名湖エリアの花と緑の名所７施設が連携したガーデンツーリズムの名称。
国土交通省が認定する“ガーデンツーリズム登録制度”第一号に登録されました。
構成庭園：はままつフラワーパーク、浜名湖ガーデンパーク、龍潭寺、浜松城公園・
松韻亭、可睡ゆりの園、加茂荘花鳥園、小國神社

「ふじのくに家康公きっぷ」付商品は、下記旅行会社において発売する予定です。

※旅行会社によって取り扱う商品が異なります。詳細は、各旅行会社へお問い合わせ
ください。
※写真・イラストは、すべてイメージです。

東海道・山陽新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」
「スマートＥＸ」（以下、「ＥＸサービス」）をご利用のお客様も、「ふじのくに家康公
きっぷ」「浜名湖ガーデンパス」をご購入いただけます。
・「ふじのくに家康公きっぷ」
【購入条件】前日または当日に、ＥＸサービスで、静岡県以外の駅（発駅：東京～
小田原、豊橋～博多）から静岡県内の駅までご利用いただいたお客様。
※「ＥＸご利用票」または「ご利用票 兼 領収書」をご提示ください。

【発 売 額】おとな 1,520 円、こども 760 円
※こどもは６歳～12 歳未満（ただし、12 歳でも小学生は「こども」です。
）

【発売箇所】熱海駅 （注）、三島駅、新富士駅、静岡駅、掛川駅、浜松駅
（注）熱海駅はＪＲ東海の窓口に限ります。
※「エクスプレス予約」会員向け サイト（https://expy.jp/lp/fujinokuni/）、「スマートＥＸ」会
員向けサイト（https://smart-ex.jp/lp/fujinokuni/）をご確認ください。

・「浜名湖ガーデンパス」
【購入条件】前日または当日に、ＥＸサービスで、浜松駅までご利用いただいた
お客様 ※「ＥＸご利用票」または「ご利用票 兼 領収書」をご提示ください。
【発 売 額】おとな 1,000 円 ※こども料金の設定はありません。
【発売箇所】浜松市観光インフォメーションセンター（浜松駅構内）
（営業時間：9：00～19：00 年中無休）
【特急 「サフィール踊り子」利用商品】
①「サフィール踊り子」グリーン個室利用商品
■旅行会社名：びゅうトラベルサービス
■商品概要：全席グリーン車の「サフィール踊り子」で、ゆったりとした時間を過
ごせるプライベート空間「グリーン個室」をご利用いただけるプラン
をご用意しました。
宿からのおもてなしとして「サフィール踊り子」ご利用のお客さまだ
けに特別なサービスをご用意しております。
■設 定 日：2020 年３月 14 日（土）出発分～2020 年９月 30 日（水）出発分まで
■発 売 日：2020 年３月上旬
■出発地区：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅
■宿
泊：１泊２日限定
※詳細は２月下旬にＪＲ東日本の主な駅で配布予定の専用パンフレットをご覧下さい。
※「サフィール踊り子」の詳細な情報は公式サイト（https://www.jreast.co.jp/saphir/）を
ご確認ください。

「サフィール踊り子」

「グリーン個室(４名個室)」

「グリーン個室(６名個室)」
※写真・イラストは、すべてイメージです。

②「サフィール踊り子」グリーン車利用商品
■旅行会社名：びゅうトラベルサービス
■商品概要：広く快適な「グリーン車」をご利用いただけるプランをご用意しました。
宿からのおもてなしとして「サフィール踊り子」ご利用のお客さま
だけに特別なサービスをご用意しております。
■設 定 日：2020年３月14日（土）出発分～2020年９月30日（水）出発分まで
■発 売 日：2020年３月上旬
■出発地区：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅
■宿
泊：１泊２日限定
※詳細は２月下旬にＪＲ東日本の主な駅で配布予定の
専用パンフレットをご覧下さい。
※グリーン車は専用パンフレットの他に、２月 13 日（木）発売予定の
「伊豆

箱根

湯河原」でもご利用いただけるコースがございます。

「グリーン車」

※「サフィール踊り子」の詳細な情報は公式サイト
（https://www.jreast.co.jp/saphir/）をご確認ください。

（２）エスコートプラン
見どころ満載の静岡ＤＣアフターＣＰエスコートプランを発売します。
＜旅行商品の一例＞
【東海道新幹線利用商品】
①願成就院 特別拝観「本堂御本尊 阿弥陀如来坐像」と伊豆の慶派を辿る旅（日帰り）
■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ
■商品概要 ：・願成就院の通常非公開の本堂にある慶派仏師作
「本堂御本尊 阿弥陀如来坐像」を、副住職の案内
付きで特別拝観。特別御朱印と茶菓付。
・かんなみ仏の里美術館では、実慶「阿弥陀如来及
両脇侍像」、北條寺では運慶作と推定される
副住職の案内付きで
本堂 特別拝観
「阿弥陀如来坐像」を拝観。
■出発日 ：４月４日（土）、12 日（日）、29 日（水・祝）
５月 10 日（日）、16 日（土）、23 日（土）、30 日（土）
６月７日（日）、14 日（日）、20 日（土）、27 日（土）
■出発地区：首都圏・静岡地区・名古屋地区
■旅行代金（おひとり様）：【東京・品川発】13,800 円 【静岡発】12,800 円
【名古屋発】16,300 円
■最少申込人員：１名
■最少催行人員：25 名
■申込期限：出発日の 14 日前まで
■添乗員 ：三島駅～三島駅まで同行（現地添乗員）
※写真・イラストは、すべてイメージです。

②神聖な闇に包まれる・・・静岡浅間神社「大拝殿夜間特別昇殿参拝」と
可睡齋で食すお茶のフルコース精進料理（日帰り）
■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ
■商品概要 ：・普段は容易に入ることができない大拝殿に、
通常は使用しない専用の地下通路から昇殿し、
静岡浅間神社 夜の大拝殿
神職のご案内付きで夜間特別昇殿参拝。
・室町時代初期に開山された古刹・可睡齋で袋井茶
や抹茶をふんだんに使った精進料理をご用意。
■出発日 ： ５月 16 日（土）、20 日（水）、31 日（日）
６月６日（土）、10 日（水）
■出発地区：首都圏・静岡地区・名古屋地区・関西地区
■旅行代金（おひとり様）：【東京・品川発】24,900 円 【三島発】23,400 円
【名古屋発】23,900 円【新大阪発】27,900 円
■最少申込人員：１名
■最少催行人員：20 名
■申込期限：出発日の 14 日前まで
■添乗員 ：掛川駅～静岡駅まで同行（現地添乗員）
50 歳からの旅クラブＪＲ東海「50+（フィフティ・プラス）」へのご入会・ツアーの詳
細は、50+（フィフティ・プラス）で検索または、ホームページ（https://www.jrtou
rs.co.jp/50plus）をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
［入会問い合わせ］ＪＲ東海「50+」事務局

［商品問い合わせ］「50+」ツアーデスク

・ナビダイヤル：0570-00-8350

・フリーダイヤル：0120-957-550

携帯電話や一部のＩＰ電話サービスからは
ご利用いただけません。

・電話：03-3275-8350
・受付時間：10：00～12：00、13：00～18：00

ＩＰ電話からはご利用いただけません。

・電話：03-6867-8650
・受付時間：10：00～18：00
年中無休（年末年始を除く）

（日曜・祝日及び年末年始を除く）

※写真・イラストは、すべてイメージです。

③２泊ともクラブツーリズムＡランクホテル／アワビ踊り焼
＆伊勢海老＆金目鯛／５つの乗り物でめぐる
伊豆半島ぐるっと満喫決定版３日間（新幹線グリーン車利用）
■旅行会社名：クラブツーリズム
■商品概要 ：・充実の６食付き！３つの豪華食材の共演を
駿河湾フェリー
お楽しみ
・フェリー、遊覧船、鉄道、列車、ロープウェイの
５つの乗り物にご乗車
■出発日 ： ４月５日（日）、９日（木）、12 日（日）、14 日（火）、16 日（木）、
23 日（木）、27 日（月）、28 日（火）
５月 14 日（木）、17 日（日）、19 日（火）、21 日（木）、26 日（火）、
28 日（木）、31 日（日）
６月１日（月）
、2 日（火）、4 日（木）、7 日（日）、11 日（木）、
13 日（土）、14 日（日）、16 日（火）、18 日（木）、19 日（金）、
22 日（月）、23 日（火）、
■出発地区：関西地区
■旅行代金（おひとり様）：【新大阪発】49,900 円～54,900 円 ※４名様１室の料金
■最少申込人員：２名
■最少催行人員：18 名
■申込期限：出発日の 14 日前まで
■添乗員 ：新大阪駅～新大阪駅まで同行
※上記全てのツアー詳細は、各旅行会社のパンフレット等をご確認ください。
※上記の他にも、静岡ＤＣアフターＣＰ商品を下記旅行会社において発売する予定です。

※写真・イラストは、すべてイメージです。

【特急「踊り子」利用商品】
①秩父宮記念公園・沼津御用邸記念公園 富士山を望む皇室ゆかりの庭園めぐり
■旅行会社名：びゅうトラベルサービス
■商品概要：富士山の恵みを受けた皇室ゆかりの美しい庭園のうち「秩父宮記念公園」
「沼津御用邸記念公園」「神奈川県立恩賜箱根公園」の３ヵ所を一度に
訪れます。
■出発日 ： 2020 年４月 23 日(木)、５月 13 日（水）
■出発地区：東京駅発着
■旅行代金（おひとり様）：１室２～３名 46,800 円 １室１名 49,800 円
■最少申込人員：１名
■最少催行人員：各 20 名
■申込期限：出発日の 17 日前まで（カード決済の場合）
■添乗員 ：全行程添乗員同行
【お問い合わせ先】
インターネット、または首都圏・新潟・長野のＪＲの主な駅にあるびゅうプラザ（旅行
カウンター）、大人の休日予約センターをご利用ください。
●インターネット：https://www.jrview-travel.com/
●ご 来 店：首都圏・新潟・長野の主な駅にあるびゅうプラザ（旅行カウンター）
●お 電 話：㈱びゅうトラベルサービス 大人の休日予約センター 03-3841-0121
※営業時間 平日 9:30～18:00 / 土・日・祝 9:30～17:30

５．宣伝展開
(１)イベントガイドブック
静岡県の観光情報や静岡ＤＣアフターＣＰ期間中に開催される特別企画・イベント情報
等を掲載したガイドブック（30 万部）を、ＪＲ東海・ＪＲ東日本の主な駅・旅行会社等で
２月 10 日頃から順次配布します。

中面の一例

表紙

(２)ポスター
昨年春のＤＣ本番に併せて実施した「静岡ＤＣフォトコンテスト」の応募作品等を活用
したポスターを２種類作成し、ＪＲ東海・ＪＲ東日本等の主な駅に掲出します。

歴史＆食

絶景＆食

駅掲出用ポスター（Ｂ１サイズ）に採用された「静岡ＤＣフォトコンテスト」応募作品
掲載ポスター
歴史＆食
絶景＆食

撮影地（市町）
久能山東照宮（静岡市）
秩父宮記念公園（御殿場市）
大淵笹場（富士市）
はままつフラワーパーク（浜松市）

※「静岡ＤＣフォトコンテスト」の概要
ＪＲ東海と日本最大級の審査制写真投稿サイト・東京カメラ部のタイアップ企画として
Instagram 及び Twitter にて開催された静岡県をテーマとしたフォトコンテスト。2019 年３
月 15 日～６月 14 日に開催され、約 2.2 万件の応募がありました。
※写真・イラストは、すべてイメージです。

６．その他
(１)伊東線伊東駅改装完了「2020 年３月に伊東駅が生まれ変わります！」
伊東線伊東駅を観光地の玄関口として整備するため 2018 年度より進めてきた構内
店舗等の改装が、キャンペーン開幕に合わせて 2020 年 3 月に完了予定です。
駅構内に観光の情報提供とバス・観光タクシー等二次交通の手配をスムーズにご利
用いただける案内所の設置や、地元のものを取り扱う物販・飲食店舗を集めたエリア
を設け、お客さまに居心地の良さを感じていただける商業施設を目指します。
■日 程：2020 年３月
■場 所：伊東線 伊東駅

イメージ

(２)伊東線伊東駅での車両展示イベント開催
リニューアルした「伊東駅」にて、車両展示や会場内テントでイベントを開催します。
■開催日：2020 年５月 30 日(土)
■時 間：10：30～14：30
■場 所：伊東線 伊東駅構内特設会場
■内 容：「ＩＺＵ ＣＲＡＩＬＥ（伊豆クレイル）」「リゾート２１キンメ電車」を
車両展示するほか、会場内テントにてイベントを開催します。
(３)下田市内の定期観光バスが「サフィール踊り子」カラーにラッピング！
「サフィール踊り子」カラーにラッピングされたバスで下田の名所を効率よく、
ゆったり観光いただけます。
また「発車オーライネット」で予約可能となり、指定席が当日でもＷＥＢでご予約
いただけるようになります。
■運行開始：2020 年３月 14 日(土) ※「発車オーライネット」も同日サービス開始予定
■場
所：伊豆急行線 伊豆急下田駅前発着
■内
容：話題の龍宮窟を巡るコースや観光船にも乗車できるコースがあります。
■お問合せ：定期観光バスのご利用は東海バスのホームページをご確認ください。
https://www.tokaibus.jp

※写真・イラストは、すべてイメージです。

