２ ０ ２ ０年 １ １月 ２ ０日
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
東海旅客鉄道株式会社
一般社団法人 美しい伊豆創造センター

「伊豆・箱根・湯河原

湯どき花どきキャンペーン」
を開催します！

ＪＲ東日本横浜支社、ＪＲ東海、（一社）美しい伊豆創造センターは、２０２１年１月１日から３月
３１日までの間、共同で「伊豆・箱根・湯河原 湯どき花どきキャンペーン」を開催します。
日本人が春を感じるきっかけのひとつである「桜」
。
「伊豆・箱根・湯河原」は、一足早く「河津桜」を
はじめとした花々が咲き誇る等、多くの見どころにあふれています。
昨春、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でゆっくり「お花見」ができなかった皆さま。広々とした
青空のもと、種類豊富な温泉と、花々に彩られた「伊豆・箱根・湯河原」にお出かけしませんか。
１. 概要
名称：
「伊豆・箱根・湯河原

湯どき花どきキャンペーン」

期間：２０２１年１月１日（金・祝）〜３月３１日（水）
２. エリア
【静岡県】熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町・下田市・南伊豆町
松崎町・西伊豆町・伊豆市・伊豆の国市・沼津市・三島市・函南町
【神奈川県】箱根町・湯河原町・小田原市
キャンペーンポスター

３．ポイント
（１）３月にデビュー１周年を迎える「サフィール踊り子」を
利用した旅行商品を発売
優雅な時間をお過ごしいただける「サフィール踊り子」で
大人の伊豆を感じられる旅へお出かけください。
（２）東海道新幹線を利用した「満喫パス」付き旅行商品を発売

「サフィール踊り子」と河津桜

伊豆・箱根・湯河原エリアの観光に便利な観光施設等の共通利用券「満喫パス」付きの旅行商
品を、三島駅・熱海駅・小田原駅の着駅ごとにご用意しました。
（３）１８５系「踊り子」としての定期運用終了に伴う企画を実施 ※１１月１７日リリース済
１８５系特急「踊り子」動画配信やスタンプラリー、記念入場券の発売等を予定しています。
（４）静岡デスティネーションキャンペーン（以下静岡ＤＣ）を経て
磨き上げられた企画に加え、早春の「花」に関連した特別企画を実施
びゅう旅行商品「
『駅たび』現地で楽しむオプショナルプラン！関東」に
おいてキャンペーン期間中の特別企画を使用した旅行商品を発売中です。
（５）キャンペーン地域内一部のお宿で桜に関連したおもてなし企画を実施

河津桜

河津桜が見頃を迎える２月下旬に対象のお宿にご宿泊されたお客さまに「ちょこっとプレゼン
ト」をご用意します。

（６）プレゼント企画「いずポン！」を実施
パンフレット掲載の二次元バーコードから特設サイトにアクセスして、
現地で画面を提示すると各市町のプレゼントを進呈します。
（７）オンライン観光を実施
伊豆の風光明媚な場所でヨガインストラクターが
「レッスン」を無料配信します。
（８）地元と連携した「ぐっとスポット」を紹介

ヨガレッスン会場（イメージ）

ＪＲ東日本横浜支社公式 Instagram「列車で行く、伊豆・箱根・湯河原」アカウントで、地元
の皆さまおすすめのスポットをご紹介します。
（９）参加費無料で気軽に参加できるウォーキングイベント「駅からハイキング」を実施
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東日本では「駅からハイキング」を実施します。
（10）電車を降りてからもスムーズに移動、充実した接続交通を紹介
伊豆・箱根・湯河原エリアには、周遊バスや定期観光バスがたくさんあります。
（11）２０〜３０代前半の女性社員がパンフレットの掲載スポット紹介文を作成
各スポットの紹介文は、２０〜３０代前半の女性社員がＳＮＳ等で検索
されている言葉等を分析し、考案したものを掲載しており、同世代女性
への訴求を図っています。
パンフレット

（12）ＷＥＢサイトにておすすめスポットや「ずらし旅」を紹介
ＪＲ東日本：キャンペーン特設ＷＥＢサイトをオープン
パンフレットに載せきれなかったスポット等を掲載する
キャンペーン特設サイトをオープンします。
ＵＲＬ：https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/goodspot/
ＪＲ東海：キャンペーンエリアの「ずらし旅」を特設ＷＥＢサイトにて紹介
ＪＲ東海が展開する観光キャンペーン「ずらし旅」の一環として、
キャンペーンエリアのずらし旅を特設ＷＥＢサイトにてご紹介します。

ＵＲＬ：https://japan-highlightstravel.com/jp/yudokihanadoki/zurashi̲tabi/
（13）産直市の開催とキャンペーン特別商品の販売
２０２１年１月１４日（木）から１月１６日（土）の間、上野駅において、伊豆・箱根・湯河
原エリアの銘産品を多数取り揃えた、産直市の開催を予定しております。
インターネット通販 JRE MALL（ＵＲＬ：https://www.jreastmall.com/shop/r/r023701/）ではＪＲ
東日本の６次産業化商品「伊豆のチカラ」のキャンペーン特別セットを発売します。
詳しい情報につきましては別紙をご覧ください。
※写真、イラストはすべてイメージです。

別紙
１．キャンペーン概要
ＪＲ東日本横浜支社では、２０１６年度までの１０年間、伊豆・箱根・湯河原において「温泉」と「花」
をテーマにキャンペーンを実施してきました。今年度からは、静岡ＤＣ期間中に磨き上げた「夜」
「食」
「絶景」を新たにテーマに加え、首都圏在住の２０〜３０代前半女性をメインターゲットにし
た「伊豆・箱根・湯河原 湯どき花どきキャンペーン」を実施します。このたび、ＪＲ東海が新たに
キャンペーン事業者として加わり、中部・関西圏在住の幅広い年齢層の方々にも「伊豆・箱根・湯河
原」の早春の魅力を味わってもらえる企画をご用意しました。
今回は「来て、見て、ぐっときた。
」のキャンペーンコピーに合わせ、ＳＮＳのタイムラインにアッ
プされる「素敵な景色」を画面越しに眺めるだけではなく、
「ぐっとくる」スポットや「ぐっとくる」
視点にフォーカスして、早春の「伊豆・箱根・湯河原」へ実際に訪れたくなるような観光素材をご紹
介しています。
〈キャンペーン名称「湯どき花どき」のコンセプト〉
伊豆・箱根・湯河原の早春の代名詞である「温泉」
「花」を用いていること、最適な時期を表す
「○○どき」と、こころが動く瞬間の「どき」の ２つの意味を合わせたものであること、さらにＳＮＳ
のハッシュタグやＷＥＢの検索ワードとしての汎用性が高いことから選定しました。
キャンペーンロゴ

このキャンペーン名称、キャンペーンコピーおよびロゴをＪＲ東日本・ＪＲ東海・（一社）美しい
伊豆創造センターや、地元の旅館・ホテルなどと共用し、地域全体でお客さまをお迎えいたします。
❀主な花の見ごろカレンダー❀
１月

２月

３月

みなみの桜と菜の花・河津桜（２月中旬〜３月中旬）
あたみ桜（１月上旬〜２月中旬）

大室山麓
さくらの里
（３月下旬〜）

河津桜
（２月下旬）

土肥桜（１月中旬〜２月上旬）

かんなみ桜（２月上旬〜３月上旬）
田んぼを使った花畑（２月中旬〜）
熱海梅園（１月上旬〜２月下旬）
爪木崎の水仙（12 月中旬〜１月下旬）
曽我の里

湯河原梅林
（２月下旬〜３月上旬）
別所梅林（２月上旬〜下旬）

みなみの桜と菜の花

河津桜
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蓮台寺
しだれ桃
（3 月下旬〜）

田んぼを使った花畑

２．列車利用旅行商品
優雅な時間をお過ごしいただける「サフィール踊り子」で大人の伊豆を感じられる旅へ！

（１） 「サフィール踊り子」グリーン個室利用旅行商品
■設 定 日：２０２０年１０月１０日（土）出発分〜２０２１年３月３１日（水）出発分まで
■発 売 日：２０２０年１０月より発売中
■出発箇所：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

■旅行代金：例）東京駅発着 稲取温泉「稲取銀水荘」 泊
おとな４名一室利用 ３４，９００〜６３，５００円/１名様

「サフィール踊り子」
グリーン車１〜４名個室

宿泊施設はほかに、奥下田観音温泉「観音温泉」、北川温泉「望水」等
多数ご用意しています。
※１〜４名個室は３・４名様、１〜６名個室は４〜６名様でのご利用となります。

■企画実施：

（２） レギュラー商品 E２５７系「踊り子」リニューアル車両利用旅行商品
■設 定 日：２０２０年１０月１日（木）出発分〜２０２１年３月３１日（水）出発分まで
■発 売 日：２０２０年９月より発売中
■出発箇所：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅ほか
■宿

泊：１泊２日（延泊・お帰りの日の延長も可能です）

■旅行代金：例）東京駅発着 下田温泉「浜辺の宿 濤亭」泊

パンフレット表紙

おとな２名一室利用 ３０，５００〜４８，２００円/１名様
宿泊施設はほかに、伊東温泉「陽気館」、熱海温泉「旅館立花」、湯河原温泉「おんやど惠」
等多数ご用意しています。
■企画実施：

（３） 東海道新幹線利用 「満喫パス」付き旅行商品
■商品概要：伊豆・箱根・湯河原エリアの観光に便利な観光施設等の共通利用券「満喫パス」付きの旅
行商品を三島駅・熱海駅・小田原駅の着駅ごとにご用意しました。さらに三島駅着商品には、
静岡県東部エリアのフリー区間内において指定の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（東部）」も付きます。
■設 定 日：２０２１年１月５日（火）出発分〜２０２１年３月３１日（水）帰着分まで
■発 売 日：２０２０年１１月以降順次
■出発箇所：首都圏・名古屋地区・関西地区
■企画実施：「満喫パス」付き旅行商品は、ジェイアール東海ツアーズの他、
主な旅行会社から発売する予定です。
※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。
○「満喫パス」について
伊豆・箱根・湯河原エリアの観光に便利な観光施設等の共通利用券です。
三島駅・熱海駅・小田原駅の着駅ごとに付いてくる満喫パスの内容は異なります。
２日間の有効期間中、対象施設のすべてをご利用いただけます。
※小田原・箱根満喫パス以外は大人のみの設定です。
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＜伊豆満喫パス（三島駅着商品専用）＞
韮山反射炉、江川邸、修禅寺宝物殿、修善寺温泉・筥湯、土肥金山（観光坑道/黄金館）
三嶋大社宝物館、三島市立公園楽寿園
＜三島・沼津満喫パス（三島駅着商品専用）＞
三嶋大社宝物館、三島市立公園楽寿園、三島スカイウォーク、沼津港大型展望水門びゅうお、
沼津御用邸記念公園、クレマチスの丘（クレマチスガーデン/ヴァンジ彫刻庭園美術館）
※三島駅着の場合、伊豆満喫パスもしくは三島・沼津満喫パスいずれかの選択となります。
＜熱海満喫パス（熱海駅着商品専用）＞
アカオハーブ＆ローズガーデン、MOA 美術館、起雲閣、日航亭・大湯、
マリンスパあたみ（※プールは利用できません）、湯〜遊〜バスフリーきっぷ
＜小田原・箱根満喫パス（小田原駅着商品専用）＞
小田原城天守閣・常盤木門 SAMURAI 館、漁港の駅 TOTOCO 小田原 選べるポイント
箱根関所・箱根関所資料館、箱根ジオミュージアム、箱根町立森のふれあい館、
箱根バスフリー（ツーデーバスフリー）
※小田原・箱根満喫パスは１月〜３月のキャンペーン期間限定の設定です。
３．観光素材ラインナップ
２０１９年に開催された静岡ＤＣとプレキャンペーン・アフターキャンペーンを含めた３か年で磨
きあげた企画を更にブラッシュアップした企画と、花の季節に合わせた新規企画をご用意しました。
（１）主な特別企画
〇東伊豆町「雛のつるし飾り制作体験と特別御朱印」ＮＥＷ
江戸時代より伝えられている伝統の「雛のつるし飾り」を発祥の地である稲取で制作体験。
近くの寺院で期間限定の御朱印をお受けいただけます。
〇南伊豆町「お花見人力車」ＮＥＷ
みなみの桜が咲き誇る時期に合わせて、人力車を運行します。桜が目の前に迫るほどの高さで、
優雅に走行するので、桜を独り占めしているような感覚を体験いただけます。
〇河津町「ふるさと案内人がガイドする河津桜コース」ＮＥＷ
かわづふるさと案内人が、お話や紙芝居や町の歴史、昔話等をご紹介しながら、
河津桜原木、河津川沿いの桜並木や町の名所等をご案内します。
〇下田市「夜の水族館！ナイトアクアリウムアドベンチャー」ＮＥＷ
照明の落とされた水族館の中を、懐中電灯を手に歩くことができ、昼間とは違った顔も見せる
生物を観察できます。
〇伊豆の国市「伊豆の国いちごクーポン」リニューアル
伊豆の国はいちごの国。伊豆の国市内にはいちごを使った食べ物・サービスがたくさんありま
す。市内１４か所で使えるクーポンをご用意しました。

特別御朱印

お花見人力車
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ふるさと案内人が
ガイドする河津桜

伊豆の国いちごクーポン
（ぱすた屋ＲＥＢ）

（２）おトクな観光オプショナルプラン「駅たび」
キャンペーン期間中の特別企画などを、びゅう旅行商品「
『駅たび』現地で楽しむオプショナルプ
ラン！関東」で発売中です。ぜひ宿泊の旅行商品と組み合わせて、現地だからこそ楽しめる体験を
お楽しみください。
【主な商品】
①早咲きの「河津桜」を地元ガイドがご案内
■河津桜ガイド＆観光交流館お買い物利用券
■ご利用期間／２０２１年２月１０日（水）〜３月１０日（水）
■旅行代金／１，５００円（１名様、おとな・こども同額）
■内容／

＋

地元ガイドによる

河津桜ガイドツアー

「河津桜観光交流館」で利用できる

お買い物利用券（500 円×２枚）
売店営業時間／8：00〜15：00
※２階食堂ではご利用いただけません。

②香り付き「雛のつるし飾り特別御朱印」
■雛のつるし飾り制作体験＆特別御朱印
■ご利用期間／２０２１年１月１日（金・祝）〜３月２０日（土・祝）
■旅行代金／１，３００円（１名様、おとな・こども同額）
■内容／

雛のつるし飾り制作体験工房「絹の会」にて

雛のつるし飾り制作体験
9：30〜18：00（最終受付 17：00）

＋

特別御朱印（１枚）
どちらか
１ヶ所

清光院／9：00〜16：00
済広寺／9：00〜16：00

③いちごスイーツや体験が楽しめるお得なクーポンで伊豆の国市を満喫
■伊豆の国いちごクーポン
■ご利用期間／２０２１年１月９日（土）〜３月３１日（水）
■旅行代金／１，０００円（１名様、おとな・こども同額）
■内容／

伊豆の国
いちごクーポン ２枚

＋

スマートフォン
クリーナー（１個）

④昼間とは違った顔を見せる魚たち
■夜の水族館探検！ナイトアクアリウムアドベンチャー
■ご利用期間／２０２１年１月９日（土）・２３日（土）
、２月１３日（土）・２７日（土）、
３月１３日（土）・２７日（土）
■旅行代金／１，２００円（１名様、おとな・こども同額）
■内容／

夜の水族館見学
※水族館スタッフが付き添いご案内します。
※懐中電灯貸出あり。

■企画実施：
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４．キャンペーン特別イベント企画
（１） ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟横浜支部伊豆地区支部・
（一社）美しい伊豆創造センター・ＪＲ
東日本横浜支社による「おもてなし企画」
河津桜が見ごろを迎える２月下旬に、対象のお宿にご宿泊されたお客さまに「ちょこっとプレゼ
ント」をご用意します。お宿のご主人たちが、お客さまへのおもてなしの気持ちを込めた「桜」
を感じるプレゼントを準備しています。詳しい情報につきましては 1 月中旬ごろ「列車で行く 伊
豆・箱根・湯河原」ページ内「列車で行く 伊豆・箱根・湯河原『おすすめ宿』
」でご紹介します。
ＵＲＬ：https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/guide/recommend.html
（２） メインパンフレット掲載の二次元バーコードからのプレゼント企画「いずポン！」
パンフレットに掲載されている二次元バーコードよりクーポンサイトにアクセスし、参加登録。
現地観光協会等でクーポン画面を提示すると、各市町のプレゼント引き換えができます。
（３） オンライン観光
同時期に伊豆半島で実施される観光型ＭａａＳ「Ｉｚｕｋｏ」Ｐｈａｓｅ３にて「ＹＯＧＡ ＴＩ
ＭＥ ＩＮ ＳＨＩＭＯＤＡ」にご出演されるインストラクターが、伊豆の風光明媚な場所での「レ
ッスン」を無料配信いたします。さらに「インストラクターお気に入りの伊豆観光スポット」も
ご紹介します。きっと体験後には伊豆の自然に囲まれて、ヨガをしたくなるオンライン観光です。
そして翌週末には「Ｉｚｕｋｏ」を使って、リアルなヨガ体験を是非現地にてご体感ください。
詳細は１２月中旬ごろ「オンライン観光」紹介ページにてご案内いたします。
① 配信日時：２０２１年１月９日（土）１０日（日）予定
②

ＵＲＬ：https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/online/

（４） ＳＮＳでの地元連携「ぐっとスポット」紹介
ＪＲ東日本横浜支社公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ「列車で行く、伊豆・箱根・湯河原」アカウントに
て、伊豆１３市町の観光協会の方等、地元をよく知る方々がおすすめする早春のスポットをご紹
介します。すでに何度か伊豆へ訪れている方にとっても、新しい発見があるかもしれません。
① アカウント名：
「列車で行く、伊豆・箱根・湯河原」
② アカウントＵＲＬ：https://instagram.com/jr̲izu̲hakone̲yugawara
５．ウォーキングイベント「駅からハイキング」
（１） 真鶴駅

源頼朝の歴史を巡る（石橋山合戦敗走から鎌倉幕府樹立に向けた船出）

１５０年続いた鎌倉幕府を起こした頼朝が石橋山の合戦に敗れ、安房へ逃れるまでの真鶴での道
のりをめぐるコースです。
期間：２０２１年１月５日（火）〜３月２８日（日）
受付時間：９：３０〜１１：００
受付場所：真鶴町観光協会駅前案内所
岩海岸
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（２） 小田原駅【小田原駅開業１００周年記念】
歴史ある城下町小田原の街並みと漁港の駅をめぐる！
２０１８年に日本遺産に認定された箱根八里の構成文化財である小田原城跡、かまぼこ通り、う
いろう等の歴史ある街並みと小田原漁港や、２０１９年１１月にオープンした漁港の駅ＴＯＴＯ
ＣＯ小田原で相模湾の潮風を感じながら多彩なスポットを巡るコースです。
期間：２０２１年１月９日（土）〜３月２８日（日）
受付時間：９：００〜１１：００
受付場所：小田原駅観光案内所
（３） 熱海駅

小田原城天守閣

源頼朝の歴史を巡る（頼朝、北条政子との運命的出会いから源氏の挙兵）

源頼朝と北条政子が逢瀬を重ねた地を巡り、縁結びのご利益にあやかるコースです。
期間：２０２１年１月９日（土）〜３月２８日（日）
受付時間：１０：００〜１１：３０
受付場所：熱海観光案内所
伊豆山神社

（４） 韮山駅【学生駅ハイ】いこーじゃ伊豆の国！
山眠る冬のジオスポットで伊豆の国８００年の歴史を辿る
〈静岡県立沼津商業高校の学生が考えたコース！〉
伊豆箱根鉄道との共同開催コースです。頼朝・政子・北条氏にゆかりの
あるスポットを巡りながら、ジオスポットをご紹介します。
期間：２０２１年１月２３日（土）
蛭ヶ島の夫婦像

受付時間：８：３０〜１１：００
受付場所：伊豆箱根鉄道 韮山駅（東口）
６．接続交通
（１） 主なエリアの周遊バス
①熱海市内「湯〜遊〜バス」

熱海市内の観光施設、名所・旧跡、文化遺産等を効率よくめぐることができる
周遊バスで、１日乗車券を買えば指定のルート内なら何度でも乗り降り自由です。
湯〜遊〜バス

②伊豆の国市内「歴バスのる〜ら」
伊豆長岡駅を起点に、韮山反射炉、江川邸等おすすめスポットをめぐる
「特典付き１日乗り放題」バスです。
歴バスのる〜ら

③小田原市内「うめまる号」
見どころいっぱいの小田原城下町を、ガイド同乗でめぐります。
１日フリー乗車券で歴史・グルメ・自然を堪能して下さい。
※路線バスのため、通常運賃でのご乗車も可能です。

うめまる号

通常運賃の場合は、現金またはＳｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯ等の交通系ＩＣカードにてお支払ください。
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（２）

定期観光バス

①下田名所めぐり遊覧バス（サフィール踊り子ラッピングバスで運行）
下田市や下田市周辺の観光名所をめぐる定期観光バスです。
・ 神秘の島・恵比須島 と陸・海・空でめぐる！まるごと下田満喫号
（２０２１年３月１１日（木）〜３月３１日（水）
）
・ ３００万本のみさきすいせん と陸・海・空でめぐる！まるごと下田満喫号
（２０２０年１２月２０日（日）〜２０２１年２月９日（火））
・ 南伊豆の早咲き桜

と陸・海・空でめぐる！まるごと下田満喫号

（２０２１年２月１０日（水）〜３月１０日（水）
）
・絶景のパワースポット龍宮窟と開国の街 下田めぐり‼
（通年）
※発車オーライネットからもお申込みいただけます。
※１月〜３月の土日祝日は堂ヶ島発着も選択できます。

下田名所めぐり遊覧バス

②まるごと箱根号
箱根関所や海賊船、ロープウェイ、ケーブルカー等、箱根の魅力を
まるごと楽しめます。
ガイド付き、座席ゆったり指定席の快適バスでお出かけ下さい。

まるごと箱根号

７．その他
（１） メインパンフレット
「伊豆・箱根・湯河原」の魅力である「夜」
「絶景」「食」に早春の「花」のエッ
センスを加え、見る方をわくわく、どきどきさせるスポットを集めました。
各スポットの紹介文はメインターゲット層である２０〜３０代前半女性を意識し
同世代の社員がＳＮＳ等を参考に「２０〜３０代前半女性にどきどきしていただ
く」という視点から考案したものも散りばめています。
メインパンフレット

（２） ＷＥＢサイトのご紹介
① ＪＲ東日本キャンペーン特設サイト「秘密のぐっとスポット」
早春の「伊豆・箱根・湯河原」のスポットを紹介する特設サイトをオープンします。ＳＮＳの
投稿数等をもとに「秘密度」を５段階に分け、メインパンフレットに載せきれなかったポピュ
ラーなスポットから知られざる穴場までを数多く掲載しています。
また、このキャンペーンのために制作した「来て、見て、ぐっときた」と感じる瞬間をぎゅっ
と詰め込んだ動画もご覧いただけます。
ＵＲＬ：https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/goodspot/
② 伊豆・箱根・湯河原「早春モデルコース」
（株）ジェイアール東日本企画「伊豆地域公共交通利用状況分析」等のデータに基づき、キャ
ンペーンエリアの強みや２０〜３０代前半女性のゴールデンルートを導きだし、モデルコー
スを制作しました。
「花」と「温泉」だけでなく、
「食」も「夜」も「絶景」もお楽しみいただ
けるように組んでいます。きっと旅のイメージが膨らむはずです！
ＵＲＬ：https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/spring-course/
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③ ＪＲ東海「伊豆・箱根・湯河原

湯どき花どきキャンペーン」×「ずらし旅」特設サイト

ＪＲ東海が展開する観光キャンペーン「ずらし旅」の一環として、キャンペーンエリアの「ず
らし旅」を特設ＷＥＢサイトにてご紹介します。
キャンペーンエリアの早春の代名詞「温泉」と「花」の他、
「夜」
「食」
「絶景」それぞれのコン
テンツで、
「定番」から時間、場所、旅先での移動手段や行動を ずらした 旅（ずらし旅）の
具体例を発信します。豊かな自然と多くの見どころにあふれるキャンペーンエリアならではの
「ずらし旅」をお楽しみください。
ＵＲＬ：https://japan-highlightstravel.com/jp/yudokihanadoki/zurashi̲tabi/
（３） 伊豆産直市の開催
上野駅にて伊豆・箱根・湯河原エリアの銘産品を
多数取り揃えた「伊豆産直市」を開催します。
期

間：２０２１年１月１４日（木）〜１６日（土）

会

場：ＪＲ上野駅中央改札外グランドコンコース

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止とする場合があります。
上野駅「伊豆産直市」

（４） 「伊豆のチカラ」キャンペーン特別セット発売
ＪＲ東日本の６次産業化商品「伊豆のチカラ」と
旬の柑橘をセットにした「伊豆柑橘ギフト」を販売します。
販売箇所：インターネット通販 JRE MALL 内「お取り寄せきっぷ」
（ＵＲＬ：https://www.jreastmall.com/shop/r/r023701/）
金

額：３，８００円（送料込）

伊豆柑橘ギフト

予約 期間

セ ット内容

発送

２０２０年１２月１５ 日〜２０２１年１月３１日

こん太＋「 伊豆のチカラ」商品

２０２１年２月２０日以降順 次

２０２１年

１月１５ 日〜２０２１年２月２８日

いずのはる＋ 「伊豆のチカラ」商品

２０２１年３月２０日以降順 次

２０２１年

２月１５ 日〜２０２１年３月３１日

ニューサマーオレ ンジ＋「伊豆のチカラ」商品

２０２１年４月２０日以降順 次

【こん太】

【いずのはる】

【ニューサマーオレンジ】

【伊豆のチカラ商品一例】

※価格はすべて税込みです。
※画像・イラストはすべてイメージです。
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