
   平成 25 年 12 月 16 日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

「さわやかウォーキング」の開催について 

 

ＪＲ東海では、ご好評を頂いている「さわやかウォーキング」を、平成26年1月から3月にかけて開催します。 

今回は、新年最初のウォーキングに相応しい「初旅」キャンペーン コースや、世界文化遺産に登録された富士山

を眺望できる「富士山ビュー」コース、仕込みが最盛期となる京都伏見の酒蔵エリアを楽しむ「京都」コースなど、

全43コースをご用意しましたので、是非ご参加ください！ 

  

１． 期 間 平成26年1月11日（土）～3月30日（日）の土日祝（一部を除く） 

 

２． コース数 43コース 43回設定 
 

３． 今回のおすすめコース 

（1）「初旅」キャンペーン コース ： 3コース 

◇ 新年最初のウォーキングは、お寺や神社で願いを込めて！ 

 豊川稲荷（豊川市）や竹島・八百富神社（蒲郡市）など、新年の思いを込めてウォーキングできるコースです。 

当日は、各コース限定の“初旅オリジナルポストカード”を先着2,500名様にプレゼントします。 

 

 

 

 

（2）「富士山ビュー」コース ： 14コース 

◇世界文化遺産に登録された富士山を眺望！ 

薩埵峠からの富士山や狩野川からの富士山など、様々な富士山ビューポイントからこの季節ならではの 

雪化粧した富士山を眺望できるコースです。 

 

（3）「京都」コース ： 1コース 

酒造りの名所・伏見。新酒が味わえるこの季節、「酒蔵」と「酒造りに欠かせない名水」を巡るコースです。 

 

４． 開催のご案内等 

・雨天等の場合は中止することがあります。 

・開催の可否は、当日朝6時以降、ＪＲ東海テレフォンセンターにお問合せください。 

 （ＪＲ東海テレフォンセンター ： 050-3772-3910 サービス番号2） 

 ・各コースの概要は、別紙をご覧ください。 

 ・各コースの詳細は、ＪＲ東海の主な駅にある専用パンフレット、ＪＲ東海ホームページで順次ご案内します。 

  （ＪＲ東海ホームページ ： http://jr-central.co.jp） 

 

専用パンフレット 

（左）ポストカード（ｲﾒｰｼﾞ） 

（右）コースマップ（ｲﾒｰｼﾞ） 

（ｲﾒｰｼﾞ） 
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さわやかウォーキング（平成26年1月～3月開催分）　コース一覧

1月11日 土 愛知県 東海道線 蒲郡駅 ラグーナ蒲郡 ～初旅～　新春の蒲郡　竹島、八劔神社と金剛寺を巡る 一部新 一般向 ○

岐阜県 東海道線 新春の伊奈波神社と川原町散策 既存 一般向

静岡県 東海道線 新春開運七草粥と川越遺跡 既存 一般向

1月13日 祝 静岡県 天竜浜名湖鉄道 遠江一宮駅 遠州森駅 新春開運初詣ウォーキング 既存 一般向

愛知県 飯田線 牛久保駅 豊川駅 ～初旅～　家族みんなで豊川稲荷へ 既存 家族向 ○

静岡県 身延線 ～富士山ビュー～白尾山からの富士山と富士山本宮浅間大社初詣 一部新 一般向 ○

1月19日 日 静岡県 東海道線 島田駅 金谷駅 合格祈願！旧東海道金谷坂石畳「すべらず地蔵尊」を訪ねて 既存 一般向

静岡県 東海道線 三島駅 三島田町駅 新春七草粥ウォーキング　松雲寺と三嶋大社を訪ねて 一部新 健脚向

愛知県 飯田線 ～初旅～　砥鹿神社と豊川稲荷で新春参り 一部新 一般向 ○

静岡県 天竜浜名湖鉄道 浜名湖佐久米駅 気賀駅 ユリカモメ舞う浜名湖佐久米駅から奥浜名湖周辺散策 新 一般向

静岡県 東海道線 掛川新春ウォーキング「木の文化香るまち」を訪ねて　 一部新 一般向

愛知県 中央線 金山駅 熱田駅 新春、熱田の杜と白鳥公園をたずねて 既存 家族向

2月1日 土 静岡県 伊豆箱根鉄道 韮山駅 三島田町駅 富士山ビ 富士山を見ながら頼朝公の旗揚げの道を進む 既存 般向 ○

コースタイトル※3 コース種別※4 初旅※5
富士山※6

1月12日 日
岐阜駅

島田駅

日付 曜日 開催地区
※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等

1月18日 土
富士宮駅

1月25日 土 豊川駅

1月26日 日
掛川駅

2月1日 土 静岡県 伊豆箱根鉄道 韮山駅 三島田町駅 ～富士山ビュー～富士山を見ながら頼朝公の旗揚げの道を進む 既存 一般向 ○

2月2日 日 静岡県 御殿場線 ～富士山ビュー～富士仏舎利塔と御殿場のまち散策 既存 一般向 ○

2月8日 土 静岡県 東海道線 ～富士山ビュー～富士山満喫ウォーキング 既存 一般向 ○

2月9日 日 静岡県 東海道線 興津駅 清見潟公園 ～富士山ビュー～薩埵峠から望む富士山と興津宿寒ざくらまつり 既存 一般向 ○

2月15日 土 神奈川県 御殿場線 ～富士山ビュー～曽我の里　梅林ウォーキング 既存 家族向 ○

静岡県 遠州鉄道 遠州岩水寺駅 宮口駅 岩水寺・星まつりと浜松はまきた名刹めぐり 新 一般向

静岡県 伊豆箱根鉄道 修善寺駅 大仁駅 ～富士山ビュー～修善寺梅林と城山桜の花めぐり 既存 一般向 ○

京都府 奈良線 新幹線で行くさわやかウォーキング@京都　京都伏見の名水と酒蔵をめぐる 新 健脚向

静岡県 伊豆箱根鉄道 原木駅 湯～トピアかんなみ ～富士山ビュー～函南・日守山からの富士山眺望 新 健脚向 ○

静岡県 東海道線 大覚寺千手観音参拝と虚空蔵山だるま市を訪ねて 新 一般向

静岡県 東海道線 富士駅 竪堀駅 ～富士山ビュー～富士山の日・岩本山の梅まつりと富士山眺望 既存 一般向 ○
2月23日 日

焼津駅

御殿場駅

富士川駅

下曽我駅

2月16日 日

2月22日 土
桃山駅



別紙

静岡県 東海道線 三島駅 中央公園 新設　黄瀬川橋と旧東海道を歩く 新 一般向

愛知県 豊橋鉄道 田原市に点在する「菜の花畑」と歴史ある町並みを巡る 新 一般向

静岡県 東海道線 函南駅 伊豆仁田駅 ～富士山ビュー～白山神社から望む富士山と寒桜並木散策 既存 一般向 ○

静岡県 天竜浜名湖鉄道 豊岡駅 天竜二俣駅 豊岡梅園の白い梅花とシルクロードミュージアム 一部新 一般向

愛知県 東海道線 春を告げる「うめまつり」と、あったか～い「豊橋カレーうどん」 一部新 一般向

静岡県 東海道線 朝比奈川「山の手寒桜」ウォーキング 既存 一般向

3月9日 日 静岡県 伊豆急行 河津桜と早春の河津町めぐり 既存 一般向

愛知県 中央線 大曽根駅 久屋大通公園 歴史遺産エリア『文化のみち』を抜け、旅まつり名古屋2014へ 既存 一般向/家族向

静岡県 伊豆箱根鉄道 修善寺駅 韮山駅 ～富士山ビュー～春の狩野川から見る富士山と韮山反射炉を訪ねて 一部新 一般向 ○

3月16日 日 静岡県 天竜浜名湖鉄道 桜木駅 掛川駅 龍尾神社しだれ梅と掛川城下町めぐり 既存 一般向

3月21日 祝 静岡県 東海道線 静岡駅 東静岡駅 ～富士山ビュー～陽春の富士山を眺め「登呂遺跡」と「日本平動物園」を巡る 新 一般向 ○

静岡県 東海道線 「鎌田神明宮」と菜の花咲く桶ケ谷沼散策 新 一般向

愛知県 飯田線 牛久保駅 豊川稲荷 初春の豊川、豊川いなり寿司フェスタを訪ねて 新 家族向

愛知県 東海道線 国の天然記念物「清田の大クス」と福寿稲荷ごりやく市を訪ねて 一部新 一般向

3月1日 土
三河田原駅

3月2日 日

3月8日 土
豊橋駅

焼津駅

3月15日 土

磐田駅

3月23日 日

コースタイトル※3 コース種別※4 初旅※5
富士山※6

日付 曜日 開催地区
※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等

河津駅

3月22日 土

蒲郡駅

静岡県 天竜浜名湖鉄道 金指駅 フルーツパーク駅 招福祈願！宝林寺の金鳴石を訪ねて 新 一般向

愛知県 東海道線 三河安城駅 安城駅 春の安城　新美南吉ウォールペイントと桜並木満喫ウォーク 既存 一般向

山梨県 身延線 春を満喫　身延山しだれ桜を訪ねて 一部新 一般向

静岡県 伊豆箱根鉄道 大仁駅 韮山駅 ～富士山ビュー～龍源院のしだれ桜と春風そよぐ狩野川めぐり 既存 一般向 ○

静岡県 東海道線 西焼津駅 藤枝駅 春爛漫　　桜ウォーク＆史跡田中城下屋敷 既存 一般向

静岡県 東海道線 沼津駅 原地区センター ～富士山ビュー～春爛漫　　千本浜「松の中径」から白隠さくら街道散策 既存 一般向 ○

※1 　開催地区は、スタート駅の所在地（府県）を記載しています。

※2 　線区は、スタート駅の線区を記載しています。

※3 　コースタイトル、コースの内容等は変更になる場合があります。

　季節の花や富士山、イベントなどは気象状況等により、ご覧いただけない場合があります。

　列車・バス・船等の交通費やコース途中で入る施設の入場料等の実費は各自でお支払いください。

　ウォーキング中の負傷や参加者が他に与えた損害等については、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

※4 　【家族向】は、距離が短い（8ｋｍ未満）か、比較的平坦で標高差及び起伏も少なく、ご家族でお楽しみいただけるコースです。　　

　【一般向】は、距離が8ｋｍ以上15ｋｍ未満で、比較的平坦で標高差及び起伏も少ないコースか、距離が8ｋｍ未満でも多少の起伏があるコースです。

　【健脚向】は、距離が長い（15ｋｍ以上）か、標高差があり起伏に富んだコースです。

※5 「初旅」キャンペーンと連動したコースです。「初旅」キャンペーンについては、当社ホームページ（http://jr-central.co.jp）をご覧ください。

※6 世界文化遺産に登録された富士山を眺望できる「富士山ビュー」コースです。

日3月30日

3月23日 日

3月29日 土 身延駅
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