
 

平成２５年２月１５日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

   「Shupo～桜」キャンペーンの実施について 

 

ＪＲ東海では、春の行楽シーズンに向けて新たに「Shupo～桜」キャンペーンを展開します。ＪＲ東海エリ

ア内にある人気の桜の名所を訪れてみませんか？ 魅力的でお得なＪＲ専用の旅行商品をご用意しています。

また、キャンペーンに合わせて、観光列車も運行予定です。ぜひ特急「ワイドビュー」や観光列車に乗って、

春の思い出に桜を満喫してください! 

１．キャンペーン期間 

平成２５年３月３０日（土）～平成２５年４月２１日（日） 

２．キャンペーンの特徴  

 今回は主に３つのエリアを取り上げ、地元の方々のご協力を得て、 

魅力的なツアー商品をご用意しました。 

（１）飯田線エリア 

～[観光列車]急行「飯田線秘境駅号」と高遠桜～          …[別紙１] 

 ・出発日：４月１２日（金）、１３日（土）、１７日（水）～２０日（土） 

 ・高遠城址公園に行くバスがセットになった宿泊ツアー商品です。 

 ・急行「飯田線秘境駅号」の車内では台紙付き「秘境駅号乗車証明書」の配布を行う予定です。 

   [観光列車]急行「飯田線秘境駅号」        

    ◇運 行 日: ４月１３日（土）、１４日（日）、１８日（木）～２１日（日） 

◇運行区間：豊橋駅～飯田駅 （上下、各１本）  

   ※その他に飯田線秘境駅６駅を巡る日帰りツアー商品もございます。   

（２）高山本線エリア 

～特急「ワイドビューひだ」号で行く下呂の桜めぐりの旅～                          …[別紙２] 

 ・出発日：４月１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）、２１日（日） 

 ・１３、１４日は苗代桜のライトアップと萩原の桜５箇所を、２０、２１日は萩原の桜４箇所の 

ライトアップと苗代桜等をバスで巡る宿泊ツアー商品です。 

※その他に下呂温泉と苗代桜を巡る日帰りツアー商品もございます。 

（３）東海道本線エリア 

～[観光列車]快速「水都大垣トレイン」で行く水都大垣～               …[別紙３] 

  ・出発日：３月３０日（土）～４月１４日（日）（ただし４月７日（日）は除く） 

  ・水の都おおがき舟下りと指定の文化施設の入場無料等のサービスが受けられる「ぶらりウォーク 

通行手形」等がセットになったツアー商品です。  

[観光列車]快速「水都大垣トレイン」        

     ◇運 行 日：３月３０日（土）～４月１４日（日） 

◇運行区間：名古屋駅～大垣駅 （１日１往復、土休日の下りは２本）  

３．ＪＲ名古屋駅で「ＪＲで行く春のお出かけ」イベント実施              …[別紙４] 

２月２７日（水）・２８日（木）にＪＲ名古屋駅中央コンコースで上記ツアー商品も紹介するＰＲ 

イベントを実施します！ 

  

 

名古屋地区のＪＲの主な駅で 

配布予定の冊子「Shupo」（春版） 

（イメージ） 



 

【別紙１】 

２．キャンペーンの特徴  

（１）飯田線エリア 

～[観光列車]急行「飯田線秘境駅号」と高遠桜～  

日本さくら会の「さくら名所百選」にも選ばれた高遠城址公園のコヒガンザクラと、急行「飯田線秘境駅号」

の車窓から眺める絶景や秘境駅６駅をお楽しみいただける宿泊ツアー商品をご用意しました。また、飯田線秘

境駅６駅を巡る日帰りツアー商品もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜宿泊ツアー商品＞ 

◇商 品 名：「高遠桜と飯田線秘境６駅探訪の旅」 

◇設定期間：平成２５年４月１２日（金)、１３日（土）、１７日（水）～２０日（土）出発 

     ※ご旅行のお申込みは出発日の１６日前まで。 

大人１名からお申込み可。 

◇商品内容：急行「飯田線秘境駅号」の乗車と伊那エリアの宿泊をセットにし、        

高遠桜を観賞できる魅力の商品です。 

◇主な特典：台紙付き「秘境駅号乗車証明書」付  

◇問合せ先：ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 (℡ 052-564-2430) 

  

＜日帰りツアー商品＞ 

◇商 品 名：「飯田線秘境６駅探訪の旅」 

◇設定期間：平成２５年４月１３日（土)、１４日（日）、１８日（木）～２１日（日）出発 

         ※ご旅行のお申込みは出発日の１６日前まで。大人１名からお申込み可。 

◇商品内容：急行「飯田線秘境駅号」乗車と「天龍峡ご案内人と歩くミニ散策」が 

セットになった人気のツアー商品です。 

◇主な特典：台紙付き「秘境駅号乗車証明書」付 

３名又は４名様グループにはテーブル付コンパートメント席をご用意  

※先着６グループのみ 

◇問合せ先：ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 (℡ 052-564-2430) 

 

◎詳しくは、専用パンフレットまたはＪＲ東海ツアーズのホームページをご覧ください。(http://www.jrtours.co.jp) 

 

 

 

 

パンフレット（イメージ） 

急行「飯田線秘境駅号」（イメージ） 高遠城址公園の桜（イメージ） 



 

■[観光列車] 急行「飯田線秘境駅号」の運行 

この春も、飯田線の秘境駅６駅（小和田
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駅）を訪れるのに便利な急行「飯田線秘境駅号」を運行します。下り列車でも上り

列車でも、秘境駅６駅を巡ることができます！ 

 

□ 運 行 日：４月１３日（土）、１４日（日）、１８日（木）～２１日（日） 

□ 運行区間：豊橋駅～飯田駅 （上下、各１本）  

□ 編  成：３７３系車両（３両） 

※都合により、３７３系車両で運転できない場合は、別の車両で運転します。 

□ 料  金：全車指定席の急行列車です。ご利用には、乗車券のほか、急行「飯田線秘境駅号」の 

急行券・指定席券が必要です。 

□ 発  売：急行券・指定席券は乗車日の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。 

□ 特  典：上り及び下りの新城駅～大嵐駅間の車内で台紙付き「秘境駅号乗車証明書」をプレゼント。 

         ただし、列車の運転状況により変更する場合がございます。 

 
  □ 停車駅・時間：   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下り列車は、平岡駅で列車の入換作業のため、ご乗車のお客様全員に一旦降車していただきます。 

※ 途中駅の停車時間は、列車の運行状況により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

ヘッドマーク（イメージ） 



     

【別紙２】 

（２）高山本線エリア 

～特急「ワイドビューひだ」号で行く下呂の桜めぐりの旅～     

ライトアップされた岐阜県指定天然記念物「苗代桜」や萩原の「岩太郎のしだれ桜」等を巡るバスと宿

泊がセットになったツアーをご用意しました。宿泊ツアー商品に加え、日帰りツアー商品もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜宿泊ツアー商品＞ 

◇商 品 名：「下呂温泉 春爛漫 桜めぐりの旅」 

◇設定期間：平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）、 

２０日（土）、２１日（日）出発 

※ご旅行のお申込みは出発日の１６日前まで。 

 大人を含む２名からお申込み可。 

◇商品内容：特急「ワイドビューひだ」号と下呂温泉の３施設から選べる宿泊を 

セットにし、「苗代桜」等の桜巡りができる魅力ある商品です。 

◇主な特典：・下呂の街歩きで使えるクーポンブック付 

・酒造見学箇所にて日本酒の試飲付 

◇問合せ先：ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 (℡ 052-564-2430) 

 

＜日帰りツアー商品＞ 

◇商 品 名：「春爛漫 下呂温泉と苗代桜をめぐる日帰り旅」 

  ◇設定期間：平成２５年４月１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）、２１日（日）出発 

           ※ご旅行のお申込みは出発日の１６日前まで。 

大人１名からお申込み可。 

   ◇商品内容：特急「ワイドビューひだ」号と下呂温泉の散策、「苗代桜」巡りがセットになった 

魅力ある商品です。 

  ◇主な特典：・下呂の街歩きで使えるクーポンブック付 

・白鷺の湯入浴券付 

◇問合せ先：ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 (℡ 052-564-2430) 

 

◎詳しくは、専用パンフレットまたはＪＲ東海ツアーズのホームページをご覧ください。(http://www.jrtours.co.jp) 

 

 

 
 

パンフレット（イメージ） 

苗代桜（イメージ） 岩太郎のしだれ桜（イメージ） 



 【別紙３】 

（３）東海道本線エリア 

～[観光列車]快速「水都大垣トレイン」で行く水都大垣～  

＜日帰りツアー商品＞ 

◇商 品 名：「岐阜の春旅 水都大垣を巡る」 

◇設定期間：平成２５年３月３０日（土）～平成２５年４月１４日（日）出発 

         ※ただし４月７日（日）を除く 

※ご旅行のお申込みは出発日の４日前まで。 

大人１名からお申込み可。 

４歳未満の乳幼児は舟には乗船できません。 

◇商品内容：快速「水都大垣トレイン」等の往復乗車と「水の都おおがき舟下り」 

乗船がセットになった人気の日帰りツアー商品です。 

        ※舟下りはご利用いただける便が限られています。 

  ◇主な特典：・大垣市内の協力先店舗等で利用できる「セレクトクーポン」1,000円分付 

（こどもは500円分） 

・大垣市内の指定の文化施設の入場無料等のサービスが受けられる「ぶらりウォーク 

通行手形」付 

◇問合せ先：ＪＲ東海ツアーズ 名古屋支店 (℡ 052-564-2430) 

  

※平成２５年４月２０日（土）、２１日（日）、４月２７日（土）～５月６日（月）には 

  「水の都おおがきたらい舟」の日帰りツアー商品もございます。 

 

◎詳しくは、専用パンフレットまたはＪＲ東海ツアーズのホームページをご覧ください。(http://www.jrtours.co.jp) 

 

 

（参考）水の都おおがき舟下りのご案内 

◇実施主体：大垣市観光協会、協力：ＪＲ東海 

◇実施期間：平成２５年３月３０日(土)～４月１４日(日)  ※４月７日を除く１５日間 

◇コ ー ス：大垣市営東外側駐車場前～むすびの地前（約1.1ｋｍ、所要時間約30分） 

◇舟 数：８艘（定員：大人６人／艘） 

◇乗 船 料：大人1,000円、小人500円 （４歳未満の乳幼児は舟には乗船できません） 

◇運航スケジュール：１日８便（１便につき時間差で８艘で運行） 

           午前の部：①  9:20～②10:10～③11:00～④11:50～ 

           午後の部：⑤13:30～⑥14:20～⑦15:10～⑧16:00～ 

◇乗船方法： 

 ①ジェイアール東海ツアーズのツアー商品。（上記参照） 

②大垣市観光協会に事前に予約。℡：0584-77-1535 

詳しくは大垣市観光協会ホームページ（http://www.ogakikanko.jp/）をご覧ください。 
 

※天候により、運航中止となる場合があります。詳しくは大垣市観光協会にお問合せください。 

 

 

 

 

 

パンフレット（イメージ） 



方面 列車名 発時刻 着時刻
下り（大垣方面） 水都大垣トレイン１号 名古屋駅発　 10：40 大垣駅着　 　11：22
上り（名古屋方面） 水都大垣トレイン２号 大垣駅発　 　14：37 名古屋駅着　 15：16

水都大垣トレイン９１号 名古屋駅発　  8：26 大垣駅着    　9：08
水都大垣トレイン１号 名古屋駅発　 10：40 大垣駅着　   11：22

上り（名古屋方面） 水都大垣トレイン２号 大垣駅発   　14：37 名古屋駅着　 15：16

平日

土休日
下り（大垣方面）

■[観光列車]快速「水都大垣トレイン」の運行 

観光列車「トレイン117」をこの春も運行し、ローカル列車で行く行楽シーズンの旅を演出します。 

□特  徴 

１・３・４号車…大型のテーブルを配置し、ゆったりとしたスペースで飲食等を楽しめます。 

２号車「ウィンディスペース」･･･ご乗車のお客様が自由にご利用になれるスペース。沿線の景色等をお楽

しみいただけるように窓向きにベンチを配置し、乗降扉に代わって展望

柵があります。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 運 行 日：平成２５年３月３０日（土）～平成２５年４月１４日（日） 

□ 運行区間：名古屋駅～大垣駅 （１日１往復、土休日の下りは２本） 

□ 運行時刻： 

 

 

 

 

  

   

□ 編  成：117系車両（４両）「トレイン117」編成 

※ 都合により、「トレイン117」編成で運行できない場合は、一般車両により快速列車（全車自由席） 

として運行することがあります。その際は指定席券のみ全額無手数料で払いもどしいたします。な

お、ツアー商品については販売店にお問い合わせください。 

□ 料 金：全車指定席の快速列車です。ご利用には、乗車券の他に指定席券（510円）が必要です。 

□ 発  売：指定席券は乗車日の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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[トピックス] ホームページ「GO!観光列車でGO!!」 

 今回お知らせした急行「飯田線秘境駅号」、快速「水都大垣トレイン」等の 

観光列車に関する情報をＪＲ東海の観光列車ホームページ「Go!観光列車でGo!!」 

にてお知らせしています。過去の運行レポートも掲載していますので、是非 

ご覧ください。 

 アドレスは・・・ 

http://shupo.jr-central.co.jp/train/index.html ＪＲ東海観光列車ホームページ

「Go!観光列車でGo!!」（イメージ） 

1・3・4 号車内(イメージ) 2 号車(ウィンディスペース)車内(イメージ) ヘッドマーク(イメージ） 

 



【別紙４】 

３．ＪＲ名古屋駅で「ＪＲで行く春のお出かけ」イベント実施 

２月２７日（水）・２８日（木）に名古屋駅中央コンコースでＰＲイベントを実施します！春の観光パンフ

レットの配布、ステージでの観光ＰＲなどを予定しています。 

 

【実施イベント概要】※実施イベントは変更となる場合があります。 

・観光パンフレットの配布 

・ステージでの観光ＰＲ 

・クイズラリーの実施 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

イベント実施イメージ 

（※写真は平成２４年３月１日・２日実施「ＪＲで行く春のおでかけ」の様子） 


