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春の「青梅線・五日市線」観光キャンペーンを開催します！ 

～自然豊かな、青梅線・五日市線へ～ 

 

 

 

 

 

 

１ 沿線の魅力と春をPR 展開します 

(1)春のイメージポスターの展開 

  沿線の自然スポットを盛り込んだビジュアルや青梅市、奥多摩町、あきる野市とタイアップした、春の

イメージポスターで地域の皆さまとともに沿線の魅力をPR します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「青梅線・五日市線の旅」春号を展開 

沿線の自然スポットや食を紹介する「青梅線・五日市線の旅」に、Another Story として沿線を守 

る「ヒト」に着目したページを増やし、SDGs の観点から未来に残したい沿線地域の魅力を紹介します。 

あわせて、連動したポスターも展開してPR します。 

また、今回の「#鉄キャン」のページはおすすめ道具＆収納 

   術を紹介。鉄道を使ってキャンプへ行く際にあると便利なキ 

ャンプ道具や、かさばりがちなキャンプ道具をザック１つに収 

納するテクニックなど初心者にもわかりやすく紹介しています。 

 

・作成部数：冊子90,000 部、ポスター各1,000 枚 

・掲出期間：３月下旬から６月末まで 

・掲出場所：首都圏等のJR 東日本の主な駅 

 

「青梅線・五日市線の旅」は、Web 上でもご覧いただけます。 

JR 東日本八王子支社では４～６月の３か月間、「東京アドベンチャーライン」（青梅線 青梅～奥多摩駅

間）を中心とした青梅線・五日市線エリアの魅力を地域の皆さまと一緒にPR します。 

期間中は各沿線の特色をテーマに、SpotTour アプリを活用した非接触型スタンプラリーの開催や、春

ならではの自然スポットとその自然を守る人を紹介した宣伝展開、春の臨時列車の運行等により、春のお

出かけ気分を盛り上げていきます。 

東京とは思えない自然溢れる青梅線・五日市線エリア。この春は爽やかな空気の中での楽しみ方を提案

します。なお、キャンペーンエリアを拡げて、八高線エリアでも楽しめる催しも行います。 

 

青梅市 
  

自然スポット 
  

「沿線の守り人」ポスター 

  

「青梅線・五日市線の旅」冊子 

  

奥多摩町 
  

【URL】https://imatama.jp/jreast-special/ 

 

あきる野市 
  

https://imatama.jp/jreast-special/


２ デジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」を活用した非接触型スタンプラリーを開催 

青梅線・五日市線・八高線エリアで働く駅社員や乗務員、メンテナンス部門の社員等、様々な職種のJR

社員が参画したプロジェクト「もっと、にしたま。プロジェクト」が沿線活性化のために企画した、

SpotTour を活用したスマートフォンによる非接触型スタンプラリーを開催します。 

 

(1)開 催 期 間 

2022 年4 月22 日（金）～6 月30 日（木） 

(2)設定コース 

「西多摩エリアの魅力をもっと知って、もっと来て、もっと楽しんでいただく。」をテーマに青梅線、五日   

市線、八高線の3 コースを設定。 

 

 

〇青梅線コース「もっと、自然を楽しむ。」（ツアーコード：03333） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なスポット スポットの紹介 

青梅丘陵ハイキングコース 

第一休憩所 

全長約10 ㎞のコース。第一休憩所からの眺望が良く、晴れた日には筑波山

やさいたま新都心なども展望できます。 

武蔵御嶽神社 

山岳信仰の山として古くより信仰されてきました。主祭神は櫛麻智命(くし

まちのみこと)で智恵と占いの神を祀ります。奥宮に祀る日本武尊の眷属で

ある大口真神(おおくちまがみ 日本狼)は、おいぬ様と親しまれ、盗難·厄除

の神として広く信仰されてきました。近年では、おいぬ様にちなみ愛犬家の

参拝が増えています。 

鳩ノ巣渓谷 鳩ノ巣小橋 

長い年月をかけて多摩川が秩父古生層を侵食してできた渓谷です。鳩ノ巣小

橋からの眺望が良く、そびえる山々、多摩川の流れ、木々のざわめきを楽し

めます。 

奥多摩湖 小河内ダム 
１９５７年に完成した小河内ダムは東京都奥多摩町、標高530m に位置し

ています。ダムからの眺望も良く、季節ごとに違った風景を楽しめます。 

※青梅線の青梅駅・軍畑駅・御嶽駅・鳩ノ巣駅・白丸駅・奥多摩駅の各駅もスポットとして設定されています。 

 

〇五日市線コース「もっと、食を楽しむ。」（ツアーコード：54154） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青梅丘陵ハイキングコース第一休憩所 
  

松村精肉店の秋川牛メンチカツ 
  

(おすすめポイント)東京とは思えない大自然を楽しめる！                  

青梅線コースは、東京アドベンチャーライン（青梅～奥多摩駅間） 

を中心にスポットを設定しています。 

都会の喧騒から離れ、自然豊かな環境の中でリフレッシュするならこ

のコースです！ 
 

(おすすめポイント)沿線の美味しいものを召し上がれ！ 
五日市線コースは、五日市線を中心にスポットを設定しています。

地のものや名物のパン、はちみつにお肉屋さんのメンチカツなど 

沿線の美味しいものが盛り沢山のコースです！ 
 



主なスポット スポットの紹介 

秋川ファーマーズセンター 

地元農家の採れたて野菜が並ぶ、都内最大級の直売所。春はのら

ぼう菜、初夏はトウモロコシ、夏はショウガ、年間を通してトマ

トが有名です。 

あ・ら・もーど 

秋川駅近くのカレーパンが自慢のパン屋さん。おすすめNo.1 の 

“秋川牛カレーパン”は、カレーパングランプリで3 年連続“最

高金賞”を受賞しています。 

近藤醸造 

東京唯一の醤油醸造蔵。工場併設の直営店では、お醤油やお醤油

を使った調味料の他、お醤油の風味をいかしたお菓子なども購入

できます。 

みつばちファーム 

養蜂場で採れた手作りの多摩産はちみつなどを購入できます。併

設のミュージアムでは、みつばちや養蜂について学べ、カフェで

は、はちみつを使ったジェラートなどが楽しめます。 

do-mo kitchen CAN-VAS 

（ドーモ キッチン キャンバス） 

武蔵五日市駅前のカフェ。「美味しく。健康に。」をコンセプト

に、地の食材と無添加にこだわり、薬膳を取り入れた彩り豊かな

メニューは、カラダを中から整えます。 

松村精肉店 

創業70 年の五日市のお肉屋さん。おすすめの「秋川牛メンチカ

ツ」は、肉の旨味が閉じ込められた逸品で、秋川牛のおいしさを

手軽に味わえます。 

戸倉しろやまテラス 

旧戸倉小学校の廃校を活用した滞在型研修合宿施設。旧校長室と

職員室を改修した木の温もりを感じるレストラン「食飲室」で

は、ランチタイムのみ宿泊者以外も利用できます。 

※五日市線の東秋留駅・武蔵増戸駅・武蔵五日市駅の各駅もスポットとして設定されています。 

 

 

〇八高線コース「もっと、文化を楽しむ。」（ツアーコード：92307） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なスポット スポットの紹介 

桑都日本遺産センター 八王子

博物館 

都内で唯一の「日本遺産」に認定されたストーリー「霊気満山 高尾山

～人々の祈りが紡ぐ桑都物語」と、原始・古代から未来へとつづく八王

子の歴史文化を展示しています。  

給水スポット（拝島駅南口） 

昭島市では、「プラスチックマイナス１運動」を推進し、使い捨てプラ

スチックの削減に取り組むとともに、深層地下水100 パーセントの安

全で美味しい水をPR するため、市内４つの各駅ロータリーに給水スポ

ットを設置しました。  

拝島大師 

寛和元年（985 年）正月三日に入寂したことから元三大師と称される

慈恵大師を本尊とし、広大な敷地内には比叡山根本中堂と旧大講堂を基

礎とした本堂や2018 年に完成した木造の五重塔など堂塔伽藍が立ち

並び、小川の水と四季折々の緑も相まった景観が魅力です。 

福生アメリカンハウス 
  

(おすすめポイント)日本の文化や異国の文化を感じられる！ 

八高線コースは、八高線を中心にスポットを設定しています。

拝島大師を始めとした日本の文化だけでなく、福生ベースサイ

ドストリートやメッツァなど、アメリカや北欧の文化などを感

じることができるコースです！ 



福生ベースサイドストリート・ 

福生アメリカンハウス 

国道16 号線沿いにアメリカンテイストのショップが立ち並び、異国情

緒漂うストリートです。福生アメリカンハウスは1958 年に建てられ

た米軍ハウスを利用した建物で、中を自由に内覧ができるコミュニティ

スペースとなっています。 

メッツァ 

北欧のライフスタイルを感じられるマーケット、カヌーやワークショッ

プなどのアクティビティ、季節のイベントなどを体験できる「メッツァ

ビレッジ」とムーミンの物語を主題とした「ムーミンバレーパーク」の

２つのゾーンで構成された施設です。 

高麗（こま）神社 

高麗神社は高句麗からの渡来人 高麗王若光（こまのこきしじゃっこ

う）を主祭神とし、導きの神 猿田彦命（さるたひこのみこと）、長寿に

して長く朝廷に仕えた武内宿祢命（たけのうちのすくねのみこと）が祀

られています。 

※八高線の八王子駅・東福生駅・東飯能駅・高麗川駅の各駅もスポットとして設定されています。 

 

(3)参 加 方 法 

  ①お手持ちのスマートフォンに「SpotTour」（無料）をお客さま自身でダウンロード 

   ※参考サイト「SpotTour」https://spottour.jp/ 

  ②検索で参加したい「ツアー名」または「ツアーコード」を入力し、 

コースを選択 

  ③期間中に各スポットのスタンプを集めながらコースを楽しむ 

  ④いずれかのコースでスタンプを7 個集めて、NewDays 立川・ 

八王子・拝島・武蔵五日市にて1 品購入すると、 

先着3,000 名に「もっと、にしたま。プロジェクト」 

メンバーがデザインしたレジャーシートをプレゼント。 

   ※引換えの際は、係員へアプリ内の特典画面を提示してください。 

   ※レジャーシートは無くなり次第終了となります。 

   ※3 コースともすべて同じプレゼントになります。 

 

(4)その他注意事項 

  ①参加費、デジタルスタンプの取得は無料ですが、各スポットまでの交通費・通信料等は 

お客さま負担となります。 

  ②新型コロナウイルス感染症予防へのご協力をお願いします。体調がすぐれない場合のご参加はお控えく

ださい。 

  ③イベント内容等は、予告なく変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

  ④歩きスマホは大変危険ですのでおやめください。 

 

●もっと、にしたま。プロジェクトについて 

当プロジェクトは、駅社員や乗務員をはじめ、各系統の社員が参画し、組織の垣根を越えて 

課題解決を目指すプロジェクトで、2021 年３月に発足しました。青梅線・五日市線・八高 

線沿線地域を、「『今以上に』もっと知ってもらう、もっと来てもらう、もっと皆さまの期待に 

応える」ことを目指します。自治体や地域の企業のみなさまと一緒に、沿線の活性化を目的に 

活動しています。 

 

 

 

 

 

 

レジャーシートビジュアルイメージ 

  

https://spottour.jp/


３ 春のお出かけに便利な臨時列車を運行します 

多くのお客さまのご利用が見込まれる春の行楽シーズンにあわせて、全車指定席の直通列車を運行します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記 事 

快速 

 

お座敷 青梅奥多摩号 

 

新宿 8：46 奥多摩 10：36 

5/4.5.7.8 

４８５系６両 

「華」 

全車グリーン車指定席 奥多摩 17：31 新宿 19：12 

快速 お座敷 青梅奥多摩号 

吉川美南 8：15 奥多摩 10：36 

5/14.15 

４８５系６両 

「華」 

全車グリーン車指定席 奥多摩 17：38 吉川美南 19：57 

※停車駅  

新宿駅発…三鷹駅、国分寺駅、立川駅、拝島駅、青梅駅、御嶽駅  

吉川美南駅発…越谷レイクタウン駅、南越谷駅、南浦和駅、武蔵浦和駅、 

北朝霞駅、新秋津駅、拝島駅、青梅駅、御嶽駅 

 

 

４ キャンペーンにあわせて楽しいイベントを開催します 

(１)地域の皆さまと「青梅線・五日市線」観光キャラバンの実施 

青梅線・五日市線沿線の自治体や観光協会の皆さまと一緒に観光キャラバンを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)青梅・五日市エリアの個性的な事業者が集う、「五市
ご い ち

マルシェ」の開催   

毎月第3 土曜日に武蔵五日市駅前にて、五市マルシェ実行委員会が厳選した商品を 

販売します。これまでの出店では、全国でも高い評価を得ている秋川の清流で育った 

鮎を使った調味料、多摩産材で作ったキッズチェアやまな板、和紙の雑貨、自然や 

動物をモチーフにした陶器のオブジェ苔のアクアリウムなどを販売しました。 

 

 

お座敷 青梅奥多摩号 

※新型コロナウイルスの感染状況や天候により、中止となる場合があります。 

観光キャラバン(三鷹駅) 

「五市マルシェ」ポスター 

観光キャラバン(立川駅) 

日　程 開催駅 場　所 時　間

三鷹駅 みどりの窓口前 10:00～12:00

立川駅 みどりの窓口前 14:00～16:00

東京駅 スクエア ゼロ 10:00～12:00

新宿駅 東西自由通路　地下みどりの窓口前 14:00～16:00

川崎駅 南改札内 10:00～12:00

武蔵溝ノ口駅 改札外 14:00～16:00

　※イベントに関しては諸事情により急遽中止・変更になる可能性があります。

4月16日(土)

5月28日(土)

6月1日(水)

参加団体

青梅市、青梅市観光協会、奥多摩町、奥多摩観光協会、あきる野市、御岳登山鉄道㈱　等



(３)春の青梅線、五日市線を楽しむウォーキングイベント「駅からハイキング」の開催 

爽やかな開放感の中でリフレッシュ。地域の魅力に触れる参加無料の「駅からハイキング」を地元自治体

等と連携して実施します。また、参加特典として「駅からハイキングアプリ」の「カードコレクション」を

プレゼントします。懐かしのあの列車デジタルカードをぜひ獲得してください。 

 

①コース一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②参加特典 

   JR 東日本「駅からハイキングアプリ」では、春の青梅線・五日市線コースの参加特典として、「201 系」、

「四季彩号」のデジタル列車カードをアプリ内の「カードコレクション」でプレゼントします。 

第1 弾、第2 弾と時期によってもらえるカードが異なります。 

 

 

 【第1 弾】 

  対象コース 

  ・羽村駅コース    4 月1 日（金）～4 月10 日（日） 

  ・羽村駅コース    4 月29 日（金）～5 月8 日（日） 

  

 

【第2 弾】 

  対象コース 

  ・昭島駅コース    5 月13 日（金）～5 月29 日（日） 

  ・河辺駅コース    5 月27 日（金）～6 月26 日（日） 

  ・武蔵五日市駅コース 6 月11 日（土）～6 月30 日（木） 

  

 

  ※期間中、いずれか1 コースの参加でプレゼントします。 

  ※「羽村春の花と水紀行～多摩川に沿って桜からチューリップへ移りゆく路～」は、 

3 月26 日より開催していますが、カードコレクションのプレゼントは、 

4 月1 日からとなりますのでご注意ください。 

※「～秋川渓谷～花咲爺さんのあじさい山と五日市の街をめぐる」は、 

7 月10 日まで開催していますが、カードコレクションのプレゼントは、 

6 月30 日までとなりますのでご注意ください。 

【羽村コース】チューリップ畑 【武蔵五日市コース】あじさい山 

【第1弾】201系  

【第２弾】四季彩号 

【河辺コース】吹上花しょうぶ 

開催期間 スタート駅 コース名 協力団体

1 ３月２６日（土）～４月１０日（日） 羽村駅
羽村春の花と水紀行

～多摩川に沿って桜からチューリップへ移りゆく路～
羽村市観光協会
青梅市観光協会

2 ４月２９日（金）～５月８日（日） 羽村駅
水の街はむらの魅力発見

～社会科見学コースと動物園散策～
羽村市観光協会

3 ５月１３日（金）～５月２９日（日） 昭島駅 「水」をめぐる東京昭島の散歩道～玉川上水・多摩川～ 昭島観光まちづくり協会

4 ５月２７日（金）～６月２６日（日） 河辺駅
吹上の花しょうぶ・新緑と歴史に囲まれた塩船観音寺

～花・歴史・文化を感じる青梅ふるさと巡り～
青梅市観光協会

5 ６月１１日（土）～７月１０日（日） 武蔵五日市駅 ～秋川渓谷～花咲爺さんのあじさい山と五日市の街をめぐる あきる野市



(４) 「駅からハイキング」と西武鉄道「ウォーキング＆ハイキング」の 共同開催コース実施について 

JR 東日本と西武ホールディングスの包括的連携の一環として、JR 東日本の「駅からハイキング」と 

 西武鉄道の「ウォーキング＆ハイキング」のコラボ第2 弾、東飯能駅から高麗川駅までの各スポッ 

トを巡る共同開催コース「湖畔で感じる北欧時間と地産地消を楽しむ」を実施します。 

 

①コース名・概要 

「湖畔で感じる北欧時間と地産地消を楽しむ」 

JR 東日本と西武鉄道の共同開催第2 弾として、JR 東飯能駅ならびに西武鉄道 飯能駅からそれぞれ 

スタートして JR 高麗川駅までの各スポットを巡ります。スポットとして発酵食品のセレクトショップ、

宮沢湖畔で北欧のライフスタイルを体験できる施設や JA いるま野の直売所があり、様々な魅力を満喫で

きるコースです。 

   

②開催期間 

2022 年6 月23 日（木）～6 月26 日（日） 

※西武鉄道との共同開催は、6 月23 日（木）、25 日（土）のみです。 

 

③距離、所要時間 

約11 ㎞、約4 時間15 分 

 

④コース内容 

JR 東飯能駅（西武鉄道 飯能駅）→OH!!!～発酵、健康、食の魔法!!!～→ 

メッツァビレッジ→JA いるま野あぐれっしゅ日高中央→JR 高麗川駅 

※コースの詳細は、JR 東日本「駅からハイキング」、 

西武鉄道「ウォーキング＆ハイキング」ウェブサイトをご覧ください。 

 

⑤受付場所（受付時間） 

■JR 東日本(※１)：JR 東飯能駅 改札前 （10:00～12:00） 

■西武鉄道(※２)：西武鉄道 飯能駅 北口  （10:00～13:00） 

※１・JR 東日本（東飯能駅）での受付は、「駅からハイキングアプリ」による受付となります。 

・当日マップを配布します。 

※２・西武鉄道の受付では、「駅からハイキングアプリ」による受付はできません。 

・西武鉄道ウォーキング＆ハイキングの参加ポイントは、西武鉄道の受付でのみ付与されます。 

・当日マップを配布します。 

 

⑥参加特典 

JR 東日本「駅からハイキングアプリ」では、本コースの参加特典として、 

西武鉄道「4000 系」のデジタル列車カードをアプリ内の「カードコレク 

ション」でプレゼントします。 

 

 

 

 

 

●「駅からハイキング」の詳細はこちら   

【URL】https://www.jreast.co.jp/ekihai/ 

  

●西武鉄道「ウォーキング＆ハイキング」の詳細はこちら   

【URL】https://www.seiburailway.jp/guide/walking-hiking/walking/ 

×
 

メッツァビレッジ  

西武鉄道「4000系」 

https://www.jreast.co.jp/ekihai/
https://www.seiburailway.jp/guide/walking-hiking/walking/


５ 公式SNS「東京アドベンチャーライン 青梅線」にて沿線の魅力を発信します  

JR 東日本八王子支社公式 SNS「東京アドベンチャーライン 青梅線」（Facebook・Instagram）では、

東京アドベンチャーライン沿線の旬なスポットや JR 社員のおすすめ情報等をタイムリーに発信しています。

ぜひご覧ください！ 

 

 

【Facebook】https://www.facebook.com/jr.omeline/    

【Instagram】https://www.instagram.com/jr.omeline/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京アドベンチャーラインとは】

 「東京アドベンチャーライン」とは首都圏でありながら、気軽に自然の中で、アウトドア・ 

アクティビティを楽しむことができ、どなたでも冒険に踏み出せる青梅線 青梅～奥多摩間の愛称 

 

６ 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み 

JR 東日本八王子支社では、お客さまに安心してご利用いただくために、駅構内や車両の消毒清掃、 

列車内の換気等、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みを継続して実施しています。 

 

 ※2022 年３月23 日現在の情報です。 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗いや咳エチケットにご協力をお願いします。また、 

お出かけの際には自治体等の最新の情報をご確認ください。 

  ※新型コロナウイルスの感染状況や天候等により各イベントが変更または中止となる場合があります。 

 ※掲載している画像・イラストは全てイメージです。 

 

 

 

【Facebook】 【Instagram】 【SNS 記事】 

https://www.facebook.com/jr.omeline/
https://www.instagram.com/jr.omeline/

