
   平成 27 年 8 月 21 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 

 
ご好評を頂いている「さわやかウォーキング」をこの秋も開催します。「累計参加者 400 万人達成記念」及び「徳

川家康公顕彰 400 年」を記念したコースを春に引き続き設定するほか、「Shupo[シュポ]」キャンペーンと連動し
たコース、初開催となる小田原駅・新大阪駅スタートコースなど、この季節ならではの 106 コースを開催します。 

  
１．開催日 平成 27 年 9 月 5 日（土）～12 月 13 日（日）の土休日 
 
２．コース 全 106 コース（概要は別紙 1 をご覧ください） 
 
３．おかげさまで｢累計参加者 400 万人」（別紙 2 参照） 

本年 5 月に累計参加者が 400 万人を達成したことを記念し、これまで支えて 
頂きました皆様に感謝の気持ちを込めて以下の記念企画を実施します。 

 
(1)「累計参加者 400 万人」×「徳川家康公顕彰 400 年」コース：12 コース 

春の開催に引き続き、家康公にゆかりのある地を巡る特別コースを開催します。 
このコースでは「家康公顕彰 400 年バッジ」を先着でプレゼントします。 
 

 (2)「累計参加者 400 万人記念タぺストリー」 
「さわやかウォーキング参加賞品」の 10 回賞として、2,000 個限定で 
「累計参加者 400 万人記念タぺストリー」をご用意しました。 
※一部のコースでは引換えや発送手続きができない場合があります。 

 
４．初開催コース等おすすめコース 

   Shupo キャンペーン連動コースや、特急ふじかわ号 20 周年記念コース、初開催 

 コース（小田原駅・新大阪駅）など、魅力いっぱいのコースをご用意しました。 
 (1)「Shupo[シュポ]」キャンペーン連動コース：2 コース 

10 月に、秋彩る木曽地区の紅葉が楽しめる 2コースを 
「Shupo[シュポ]」キャンペーン連動コースとして開催します。 
このコースでは、春でもご好評頂きました各コースのスタート駅の「駅名バッジ」 
を先着でプレゼントするほか、地元からのプレゼントもあります。 

    
(2)特急ふじかわ号 20 周年記念コース：5 コース 

特急ふじかわ号停車駅をスタートし、地元のお祭りや収穫体験等、身延線の秋を楽しむ 
コースをご用意いたしました。また、各コースで記念グッズを先着でプレゼントします。 

 

  (3)「さわやかウォーキング＠関西」コース：5 コース 

関西地区の新幹線３駅（新大阪駅≪初開催≫、京都駅、米原駅）が揃っての開催を記念した 
『さわやかウォーキング＠関西』キャンペーンを実施します。（別紙 3 参照） 
 

 (4)小田原駅発コース：1 コース  【初開催】 

  まち歩きを楽しんだ後、地元名産の練り物が味わえる「小田原おでん祭り」に立ち寄ります。 
 

(5)さわやかウォーキング共同開催コース：3 コース 
   春に開催した「名鉄のハイキング」との共同開催コース第２弾を実施します。 
   今回新たに「リニモウォーキング」及び「愛環沿線ウォーキング」との共同開催コースを実施します。 
 
５． 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・ＪＲ東海 

ホームページにてご案内します。（ＪＲ東海テレフォンセンター ： 050-3772-3910 サービス番号 9） 

※コースの詳細等は、JR 東海の主な駅にある専用パンフレット、JR 東海ホームページをご覧ください。 

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

※上記に記載のプレゼント等は先着順、数量限定となります。 

あゆむ君 ぽぽちゃん さわちゃん 

専用パンフレット(イメージ) 

駅名バッジ(イメージ) 

400 万人記念タぺストリー 

(イメージ) 



別紙１

さわやかウォーキング（平成27年9月～12月開催分）　コース一覧

9月5日 土 静岡県 東海道線 早秋の菊川市寺町集落めぐり 新 一般向

9月6日 日 静岡県 天竜浜名湖鉄道 知波田駅 鷲津駅 浜名湖・松見ヶ浦と湖西史跡めぐり 既存 一般向

京都府 東海道新幹線 京都駅 貴船口駅 さわやかウォーキング＠関西　京のパワースポット　鞍馬・貴船を訪ねて 一部新 健脚向

静岡県 東海道線 三島駅 商工会議所 街中がせせらぎ、ジオパーク、TVロケ地、ぶらり 一部新 家族向

愛知県 東海道線 見て歩いて健康づくり　健康寿命日本一を目指す・大府へいらっしゃい！！ 一部新 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 西鹿島駅 宮口駅 歴史を感じる遠州山辺の道を歩く 新 家族向

岐阜県 高山線 上呂駅 飛騨萩原駅 絶景！自然歩道「健康の道」と歴史・伝説にふれる楽々ウォーキング 新 家族向

静岡県 御殿場線 コスモスまつりと世界文化遺産須山浅間神社を訪ねて 既存 一般向

愛知県 豊橋鉄道 愛知大学前駅 豊橋駅 「軍都」と呼ばれた豊橋市の歴史遺産を訪ねて 新 一般向

静岡県 東海道線 藤枝駅 島田駅 旧東海道ウォーク(藤枝⇒島田)と島田髷まつり　 新 一般向

愛知県 武豊線 半田駅
半田駅

鉄道資料館
彼岸花で彩られた童話の故郷半田のまち散策 既存 一般向

9月21日 祝 静岡県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　「駿府天下泰平まつり」と「第56回全日本花いっぱい静岡大会」を楽しもう！ 一部新 一般向

9月22日 祝 静岡県 御殿場線 松田山ハーブガーデンと酔芙蓉農道を歩く 新 一般向

9月23日 祝 静岡県 東海道線 焼津を駆けた家康公めぐり 新 家族向

静岡県 東海道線 函南駅 湯～トピアかんなみ 函南のジオポイント「粕谷横穴群」と平安の仏像群を巡る歴史ロマン 既存 健脚向

岐阜県 高山線 飛騨高山「伝承空間」と秋の味覚めぐり 一部新 家族向

岐阜県 中央線 初秋の山里　出雲福徳神社と椛の湖そばの花まつりを巡る 既存 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 豊岡駅 敷地駅 季節はずれの桜が咲く獅子ヶ鼻公園を訪ねて 新 健脚向

愛知県 東海道線 清洲駅 枇杷島駅 清洲城と美濃路の古き街並みを訪れ「清洲越し」を偲ぶ 既存 一般向

静岡県 東海道線 富士駅 吉原駅 ディアナ号の錨を訪ね富士山しらす街道を歩く 一部新 一般向

岐阜県 東海道線 平将門公を祀る御首神社と秋の大垣城・元気ハツラツ市を巡る 新 一般向

静岡県 東海道線 府八幡宮大祭「(復元した)楼門」観賞と見付宿「寺社めぐり」 一部新 一般向

静岡県 東海道線 ビール工場ビオトープとオータムフェストウォーキング 一部新 家族向

岐阜県 中央線 “戦国合戦まつり”と土岐高山城跡から町を眺めて殿様気分 一部新 一般向

神奈川県 東海道新幹線 小田原駅
小田原地下街

（ＨａＲｕＮｅ小田原）
城下町小田原の技と味に触れる　まち歩きとおでん祭り 新 一般向

愛知県 中央線 高蔵寺駅 中水野駅 ～フルーツパークで秋のフルーツフェアを満喫～東谷山散策路を歩こう 一部新 一般向

長野県 飯田線 七久保駅 飯島駅 ふたつのアルプスが見える信州いいじま　コスモス畑と与田切渓谷をめぐる 既存 一般向

山梨県 身延線 身延山日蓮聖人の足跡を訪ねて 一部新 健脚向

岐阜県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　関ケ原合戦まつりと天下分け目の関ヶ原史跡巡り 新 一般向/一般向

静岡県 東海道線 島田駅 金谷駅 ～フィルムサポート島田 創立10周年記念～　『映像のまち』ロケ地巡りとＳＬフェスタ２０１５ 新 一般向

岐阜県 中央線・太多線 多治見駅・小泉駅 多治見駅 ～陶磁器のまち・多治見を散策～　美濃焼祭を楽しもう！ 新 一般向/一般向

静岡県 御殿場線 ごてんば線まつりと御殿場の歴史・文化を訪ねて 一部新 一般向

10月12日 祝 静岡県 身延線 秋の浅間大社界隈を巡って 一部新 一般向

静岡県 東海道線 小川港さば祭りと小泉八雲散策 一部新 一般向

岐阜県 高山線 ～下呂新発見～　下呂富士に登ろう 新 健脚向

三重県 紀勢線 下庄駅 亀山駅 ～家康公顕彰400年～　本能寺の変　家康公伊賀越えの道・亀山金王道を歩く 新 健脚向

静岡県 伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅 田京駅 伊豆長岡　源氏山「七福神めぐり」と小坂みかん狩りを満喫!! 新 健脚向

日付 曜日 開催地区※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等 コースタイトル※3 コース種別※4 備考

菊川駅

9月12日 土
さわやかウォーキング＠関西キャンペーンコース

9月13日 日
大府駅

9月19日 土 裾野駅

9月20日 日

静岡駅 さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

松田駅

焼津駅

9月26日 土
高山駅

9月27日 日
坂下駅

10月3日 土

10月4日 日

大垣駅

磐田駅

焼津駅

土岐市駅

10月10日 土
「愛環沿線ウォーキング」共同開催　コース

身延駅 特急ふじかわ号２０周年記念コース

10月11日 日

関ケ原駅
さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

2種類のコースを設定（①東軍コース・②西軍コース）

スタート駅が2か所あります。（①市之倉コース・②虎渓山コース）

御殿場駅

富士宮駅 特急ふじかわ号２０周年記念コース

10月17日 土

焼津駅

下呂駅

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース



別紙１

静岡県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　　家康公ゆかりの志戸呂焼　窯元巡りと日限地蔵尊 新 一般向

静岡県 東海道線 清水駅 興津駅 三池平古墳と清水港興津フェア 既存 一般向

静岡県 東海道線 新蒲原駅 由比駅 歴史街道散策と由比街道まつり 既存 家族向

長野県 中央線 薮原駅 奈良井駅 中山道鳥居峠を越え、薮原宿から奈良井宿へ　～皇女和宮御下向行列をしのんで～ 既存 健脚向

岐阜県 高山線 日本昭和村とおん祭ＭＩＮOＫAMO秋の陣　中山道まつりを巡って 一部新 一般向

愛知県 東海道線 秋の安城、新美南吉ウォールペイントと蔵出し新酒を楽しもう！ 既存 一般向

静岡県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　徳川家康公の天下取りと「家康楽市秋の陣」を訪ねて 一部新 一般向

岐阜県 高山線 飛騨一ノ宮駅 高山市一之宮支所前広場 ～家族で歩く飛騨一宮～　紅葉満喫ウォーキング 既存 家族向

山梨県 身延線 秋の身延を満喫！作って採って湯ったり体験ウォーキング 新 一般向

京都府 東海道新幹線 京都駅 上賀茂神社 さわやかウォーキング＠関西　琳派400年の美をたずねて 新 一般向

静岡県 東海道線 新居の史跡散策と産業まつり（あらいじゃん） 一部新 一般向

静岡県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　家康公が愛でた「朝比奈ちまき」を再現！！フードスマイルフェスティバルとスイーツの町ふじえだ食べ歩き 一部新 一般向

岐阜県 高山線 秋の飛騨古川タウントレイル　～情緒ある街並みを訪ねて～ 一部新 家族向

愛知県 豊橋鉄道 杉山駅 三河田原駅 三河港大橋から汐川干潟を眺め、「田原市民まつり」を楽しもう！ 新 一般向

静岡県 東海道線 沼津駅 仲見世商店街 沼津を一望する香貫山と沼津港散策 既存 一般向

長野県 中央線 ～つながろう木曽～　秋彩る福島宿散策 既存 一般向

三重県 参宮線 山田上口駅 伊勢市駅 伊勢楽市と神宮125社・宮川めぐり 既存 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 寸座駅 気賀駅 あきめく奥浜名湖と姫街道を往く 新 健脚向

岐阜県 東海道線 関ケ原駅 垂井駅 ～家康公顕彰400年～　関ケ原合戦陣跡と「ふれあい垂井ピア2015」を巡る 新 一般向

静岡県 東海道線 草薙駅 清水駅 太平洋の白鳥、帆船「日本丸」公開ウォーキング 既存 一般向

岐阜県 高山線 久々野駅 久々野公民館 紅葉散策と家族でりんご狩りウォーキング 一部新 健脚向/家族向

静岡県 東海道線 法多山「全国だんごまつりと県内Ｂ級グルメ」体験ウォーキング 既存 家族向

長野県 飯田線 元善光寺駅 飯田駅 ～赤く彩るりんごと人形の里・飯田～「飯田丘のまちフェスティバル」を楽しもう！ 新 一般向

愛知県 愛知環状鉄道 北岡崎駅 中岡崎駅 ～家康公顕彰400年～　生誕の地・岡崎を散策　家康公ゆかりの寺社仏閣をめぐる 一部新 家族向

愛知県 東海道線 三河大塚駅 生命の海科学館 秋風吹く三河湾と全国ご当地うどんサミットを訪ねて 一部新 家族向

静岡県 東海道線 三島駅 楽寿園 せせらぎ・黄葉と四辻文化の街道と散策 一部新 家族向

岐阜県 中央線 電力王・福沢桃介が作り上げた景勝地　秋の恵那峡めぐり 一部新 一般向

愛知県 東海道線 ～二川宿商屋「駒屋」オープン記念～　宿場町の面影を残す二川宿と「二川宿本陣まつり」を訪ねて 一部新 一般向

愛知県 愛知環状鉄道 瀬戸口駅
長久手古戦場公園

勝入塚
～家康公顕彰400年～　瀬戸デジタルタワーを眺め、秀吉と家康が戦った『長久手合戦地』へ 新 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 原谷駅 桜木駅 田園滑走路を歩き、茶の里、バラの里を訪れる 一部新 一般向

静岡県 伊豆急行 富戸駅 伊豆高原駅 伊豆半島ジオパーク城ヶ崎海岸と２つの吊橋ウォーキング 新 一般向

静岡県 東海道線 ～家康公顕彰400年～　「第69回全国お茶まつり静岡大会」と家康公ゆかりの地めぐり 一部新 一般向

三重県 紀勢線 相賀駅 尾鷲駅 世界遺産熊野古道　古の石畳　馬越峠を越える 既存 健脚向

岐阜県 長良川鉄道 うだつの上がる町並みと美濃市産業祭を巡って 一部新 家族向

岐阜県 東海道線 垂井駅 養老駅 養老改元1300年の歴史と名瀑（養老の滝）を訪ねて 一部新 健脚向

静岡県 東海道線 由比駅 新蒲原駅 歴史街道散策と蒲原宿場まつり＆産業フェア 既存 家族向

岐阜県 中央線 ～古の旅路を歩く～　中山道・琵琶峠と大湫宿 既存 健脚向

静岡県 御殿場線 紅葉の古道をめぐる里山景観と近代遺産の散策 新 一般向

美濃太田駅

日付 曜日 開催地区※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等 コースタイトル※3 コース種別※4 備考

Shupo[シュポ]キャンペーン　コース

10月24日 土

安城駅

浜松駅 さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

下部温泉駅 特急ふじかわ号２０周年記念コース

10月25日 日

さわやかウォーキング＠関西キャンペーンコース

新居町駅

藤枝駅 さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

飛騨古川駅

10月31日 土
木曽福島駅 Shupo[シュポ]キャンペーン　コース

11月1日 日

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

2種類のコースを設定

11月3日 祝

愛野駅

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

11月7日 土

恵那駅

11月8日 日

二川駅

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年
「リニモウォーキング」共同開催　コース

11月14日 土

静岡駅 さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

美濃市駅

釜戸駅

駿河小山駅

11月15日 日

金谷駅 さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

10月18日 日



別紙１

静岡県 東海道線 舞阪駅 弁天島海浜公園 ～家康公顕彰400年～　家康公ゆかりの中村家住宅と渚園「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2015in出世の街浜松」 新 一般向

岐阜県 高山線 各務ヶ原駅 鵜沼駅 もみじ谷から宿場町へ　～各務原の秋の自然と歴史を巡る～ 既存 一般向

三重県 関西線 加佐登駅 河曲駅 鈴鹿バルーンフェスティバルと旧東海道の庄野宿・石薬師宿をめぐる 一部新 一般向

山梨県 身延線 南甲府駅 サドヤ醸造所 甲府市内散策・ミレーの美術館と老舗ワイナリー 一部新 一般向

静岡県 東海道線 金谷宿　菊川の里アート散策 既存 健脚向

岐阜県 高山線 盛秋の飛騨金山　紅葉のもみじ寺と裏路地「筋骨」をめぐる 既存 一般向

愛知県 飯田線 大海駅 新城駅 新城三種のこう葉・桜淵公園と　“しんしろ軽トラ市”で秋満喫 新 一般向

静岡県 御殿場線 長泉町ジオサイトめぐりと長泉産業祭 一部新 一般向

静岡県 東海道線 お茶の里河城でお茶づくしウォーキング 既存 一般向

三重県 紀勢線 潮風香る香良洲海岸と由緒ある香良洲神社を訪ねて 新 一般向

神奈川県 御殿場線 ～富士山ビュー～　　紅葉の丹沢湖畔ウォーキング 既存 一般向

静岡県 東海道線 「スズキ歴史館」と秋風薫る佐鳴湖ウォーク 一部新 一般向

愛知県 中央線 鶴舞駅 熱田駅 紅葉彩る八事山興正寺の「紅葉まつり」と庭園巡り 一部新 一般向

愛知県 飯田線 牛久保駅 豊川駅 秋の佐奈川沿いと色付く『大和の大いちょう』をめぐる 一部新 一般向

静岡県 身延線 晩秋の富士山と柚野の里祭りウォーキング 既存 一般向

滋賀県 東海道新幹線 米原駅
鉄道総合技術研究所

風洞技術センター
さわやかウォーキング＠関西　晩秋の青岸寺庭園と古刹をたずねて 一部新 一般向

静岡県 東海道線 富士駅 吉原駅 吉原宿の伝統建築物とごりやく神めぐり 一部新 一般向/一般向

愛知県 名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 大高駅 ～家康公顕彰400年～　紅葉彩る大高緑地と桶狭間の戦い史跡めぐり 新 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 遠江一宮駅 遠州森駅 紅葉の小國神社「もみじまつり」を訪れる 既存 健脚向

大阪府 東海道新幹線 新大阪駅 大阪歴史博物館 さわやかウォーキング＠関西　大阪城をめざす！水都・商都の大阪歴史散策 新 一般向

静岡県 東海道線 愛野駅 袋井駅 袋井の古刹　紅葉の油山寺と旧東海道ウォーキング 既存 一般向

岐阜県 中央線 武並駅 恵那駅 古（いにしえ）の旅情を詠む中山道と恵那シクラメンまつり 既存 一般向

静岡県 伊豆箱根鉄道 修善寺駅 独鈷の湯公園 修善寺もみじと歴史・文化散策 既存 健脚向/一般向

12月6日 日 静岡県 東海道線 ＳＬ列車でゆく奥大井　紅葉の三又峡と白沢温泉もりのいずみ 一部新 一般向

愛知県 東海道線 ～新体験～競輪場の中を歩いてみよう！ 新 一般向

静岡県 東海道線 チャレンジオリエンテーリングとスポーツ＆健康フェスタで体力ウォーク 一部新 健脚向

静岡県 伊豆箱根鉄道 韮山駅 伊豆長岡駅 祝！世界文化遺産　韮山反射炉と韮山城址から眺める富士山眺望 一部新 一般向

京都府 東海道新幹線 さわやかウォーキング＠関西　京都東山・祇園界隈をめぐる師走ウォーキング 新 一般向

静岡県 東海道線 興津駅 由比駅 富士山と駿河湾を望む薩埵峠散策 既存 一般向

三重県 関西線 東海道と伊勢街道の分岐点・日永追分と四日市の老舗造り酒屋をたずねて 新 一般向

静岡県 天竜浜名湖鉄道 大森駅 新所原駅 紅葉の普門寺と梅田親水公園を訪ねる 新 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、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。

曜日 開催地区※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等 コースタイトル※3 コース種別※4 備考

11月21日 土

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年　コース

特急ふじかわ号２０周年記念コース

日付

11月22日 日

金谷駅

飛騨金山駅

下土狩駅

11月23日 祝

菊川駅

高茶屋駅

山北駅

11月28日 土

高塚駅

富士宮駅 特急ふじかわ号２０周年記念コース

11月29日 日

さわやかウォーキング＠関西キャンペーンコース

2種類のコースを設定

さわやかウォーキング400万人×家康公顕彰400年
「名鉄のハイキング」共同開催　コース

12月5日 土

さわやかウォーキング＠関西キャンペーンコース

2種類のコースを設定

南四日市駅

金谷駅

12月12日 土

尾張一宮駅

藤枝駅

12月13日 日

京都駅 さわやかウォーキング＠関西キャンペーンコース



おかげさまで｢累計参加者400万人」概要 
 

１ 「累計参加者400万人」×「徳川家康公顕彰400年」コース 

（１）コース概要 

下記１２コースにて家康公ゆかりの地や家康公400年祭イベントを巡るコースを開催します。 

 

 9/21（祝） 「駿府天下泰平まつり」と「第56回全日本花いっぱい静岡大会」を楽しもう！ 

10/11（日） 関ヶ原合戦まつりと天下分け目の関ヶ原史跡巡り 

10/17（土） 本能寺の変 家康公伊賀越えの道・亀山金王道を歩く 

10/18（日） 家康公ゆかりの志戸呂焼 窯元巡りと日限地蔵尊 

10/24（土） 徳川家康公の天下取りと「家康楽市秋の陣」を訪ねて 

10/25（日） 家康公が愛でた「朝比奈ちまき」を再現！！フードスマイルフェスティバルとスイーツの町 

ふじえだ食べ歩き 

11/1 （日） 関ケ原合戦陣跡と「ふれあい垂井ピア2015」を巡る 

11/3 （祝） 生誕の地・岡崎を散策 家康公ゆかりの寺社仏閣をめぐる 

11/8 （日） 瀬戸デジタルタワーを眺め、秀吉と家康が戦った「長久手合戦地」へ 

11/14（土） 「第69回全国お茶まつり静岡大会」と家康公ゆかりの地めぐり 

11/21（土） 家康公ゆかりの中村家住宅と渚園「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2015in出世の街浜松」 

11/29（日）  紅葉彩る大高緑地と桶狭間の戦い史跡めぐり 

 

（２） キャンペーン特典 

◆ 「累計参加者400万人」×「徳川家康公顕彰400年」コースにご参加で   
対象コースのスタート受付（8：30～11：00※一部を除く）で「家康公顕彰400年記念バッジ」をプレゼント 

いたします（先着順/別表参照） 

※数に限りがございます。各コースともお一人様一つに限ります。 

   

◆ さらに！新幹線ご利用の方にはダブルプレゼント！        

今回の12コースに東海道新幹線を利用して参加された方には、「オリジナル参加証明スタンプ」を通常１個のところ

２個押印いたします。 

 

※開催当日に参加カードへ押印する場合に限ります。（各コースのゴール受付にて、お帰りのきっぷ等、東海道新幹

線を利用して参加されたと分かるものをご呈示ください。） 

  

                                                  
 

 

オリジナルスタンプ（イメージ） 

 

２ 「さわやかウォーキング参加賞品」として累計参加者400万人記念タペストリーをご用意 
参加証明スタンプ10個とお引換えする賞品として、平成27年9月から12月の間に2,000個限定で「累計参加者 
400万人記念タぺストリー」をご用意しました。 
 
 
 
※各コースのゴール受付でお申し込みください。（一部のコースを除く） 

 

 

 
400万人記念タぺストリー（イメージ） 
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（別表） 

記念コース 家康公顕彰400年記念バッジ  

９／２１ （祝） 

静岡駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

「駿府天下泰平まつり」と「第56回全日本花いっぱ

い静岡大会」を楽しもう！ 
 

（先着4,000名様） 

 
駿府城公園 

１０／１１（日） 

関ケ原駅スタート 

～家康公顕彰400年～ 

関ヶ原合戦まつりと天下分け目の関ヶ原史跡巡り  
（先着3,000名様） 

 
家康最後陣跡 

１０／１７（土） 

下庄駅スタート 

～家康公顕彰400年～ 

本能寺の変 家康公伊賀越えの道・亀山金王道を歩く  
（先着1,500名様） 

 
金王道 

１０／１８（日） 

金谷駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

家康公ゆかりの志戸呂焼 窯元巡りと日限地蔵尊  
（先着3,000名様） 

 
志戸呂焼 

１０／２４（土） 

浜松駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

徳川家康公の天下取りと「家康楽市秋の陣」を訪ねて  
（先着4,000名様） 

 
浜松城 

１０／２５（日） 

藤枝駅スタート 

～家康公顕彰400年～ 

家康公が愛でた「朝比奈ちまき」を再現！！ 

フードスマイルフェスティバルとスイーツの町 

ふじえだ食べ歩き 
 

（先着3,500名様） 
 

蓮生寺 

１１／１ （日） 

関ケ原駅スタート 

～家康公顕彰400年～ 関ケ原合戦陣跡と「ふれあい

垂井ピア2015」を巡る 

  
（先着3,000名様） 

 
ふれあい垂井ピア 

１１／３ （祝） 

北岡崎駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

生誕の地・岡崎を散策 家康公ゆかりの寺社仏閣をめ

ぐる  
（先着4,000名様） 

 
岡崎城 

１１／８ （日） 

瀬戸口駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

瀬戸デジタルタワーを眺め、秀吉と家康が戦った 

「長久手合戦地」へ  
（先着3,000名様） 

 
色金山歴史公園 



※ バッジデザインは変更する場合があります。 

※ 写真・イラストはイメージです。 

１１／１４（土） 

静岡駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

「第 69 回全国お茶まつり静岡大会」と家康公ゆかり

の地めぐり  
（先着4,000名様） 

 
静岡浅間神社 

１１／２１（土） 

舞阪駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

家康公ゆかりの中村家住宅と渚園 

「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2015in出世の街浜松」  
（先着3,000名様） 

 
中村家住宅 

１１／２９（日） 

中京競馬場前駅スタート 

～家康公顕彰400年～  

紅葉彩る大高緑地と桶狭間の戦い史跡めぐり  
（先着5,000名様） 

 
あいち合戦ワールド（昨年の様子）



「さわやかウォーキング＠関西」キャンペーン概要 
 

１ キャンペーン対象コース 

次の開催日・コースが対象となります。 

9/12（土）「京のパワースポット 鞍馬・貴船を訪ねて」 

10/25（日）「琳派４００年の美をたずねて」 

11/29（日）「晩秋の青岸寺庭園と古刹をたずねて」 

12/5 （土）「大阪城をめざす！ 水都・商都の大阪歴史散策」 

12/13（日）「京都東山・祇園界隈をめぐる師走ウォーキング」 

 

２ キャンペーン特典 

各回とも、ゴール受付で先着の1,000名様には、「オリジナルクリアファイル」をご用意しています。 

さらに！さわやかウォーキングご参加に新幹線をご利用いただいた方※には、ダブルプレゼントをご用意しています。 

※ 注意事項 ※  

・開催駅の新幹線改札内に設置の専用ブースにて、「お帰りの新幹線のきっぷ」と「当日の参加証明スタンプを押印した参加カード」の両
方を提示してください。 

・専用ブースは、各コース開催当日の９時００分～１９時００分です。専用ブースの設置時間外及び他箇所ではお渡しいたしません。あら
かじめご了承ください。 

・専用ブースの設置場所は、各回のコースマップにてご案内します。 

 

◆ 「さわやかウォーキング＠関西」へのご参加で          

各コースのゴール受付で先着1,000様に「オリジナルクリアファイル」 

を進呈します。 

・各コースともお一人様一つに限ります。 

・デザインは変更となる場合があります。 

 

◆ さらに！新幹線ご利用の方にはダブルプレゼント！        

≪その１≫  

開催駅の新幹線改札内（専用ブース）にて、先着1,000名様に、オリジナルバッジを進呈します。 

・各開催コースの代表的施設をデザインしたバッジ（別表参照）で、各回でデザインが異なります。 

・デザインは変更となる場合があります。 

 

≪その２≫ 

次シーズンでのウォーキングご参加に便利な「ホテル宿泊券専用応募はがき」を、上記の専用ブースで進呈します。 

・各開催コースで、異なるホテル宿泊券（別表参照）をご用意しています。 

・各コースとも、お一人様一枚限りです。郵送料は各自でご負担願います。 

・応募期間は、各コース開催日～平成27年12月18日（金）（当日消印有効）です。 

・この専用応募はがき使用による応募のみ有効とし、官製はがき等による応募は受け付けいたしません。 

・応募者多数の場合は抽選とし、賞品の発送をもって当選発表にかえさせていただきます。なお、当選者には 

平成27年12月31日（木）までに発送いたします。 

・各ホテル宿泊券の利用期間については専用応募はがき裏面をご確認いただくほか、その他の利用条件については、 

当選者に発送する宿泊券裏面等にてご確認ください。 

・はがきにご記入いただく個人情報は、当選者への発送及び今後のコース検討の目的で使用させていただきます。 

 

オリジナルクリアファイル表・裏（イメージ） 
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（別表） 

※ バッジデザインは変更する場合があります。 

※ 写真・イラストはイメージです。 

 

対象コース オリジナルバッジイメージ 
「ホテル宿泊券専用応募はがき」で 

当たるホテル！ 

９／１２（土） 

京都駅スタート 

「京のパワースポット 

   鞍馬・貴船を訪ねて」 
 

 グランドプリンスホテル京都 ペア宿泊券３組様 
（部屋タイプ：ロイヤルフロアツイン） 

住所：京都府京都市左京区岩倉幡枝町1092-2 

 

 

 

 

 

 

 

１０／２５（日） 

京都駅スタート 

「琳派400年の美をたずねて」 
 

 京都 東急ホテル ペア宿泊券３組様 
（部屋タイプ：スタンダードツイン） 

住所：京都府京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580 

 

 

 

 

 

 

 

１１／２９（日） 

米原駅スタート 

「晩秋の青岸寺庭園と 

 古刹をたずねて」 
 

 

長浜ロイヤルホテル ペア宿泊券３組様 
（部屋タイプ：和室または洋室） 

住所：滋賀県長浜市大島町38 

 

 

 

 

 

 

 

１２／５（土） 

新大阪駅スタート 

「大阪城をめざす！水都・商都

の大阪歴史散策」 
 

 

大阪マリオット都ホテル ペア宿泊券３組様 
（部屋タイプ：スーペリアツイン） 

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 

 

 

 

 

 

 

 

１２／１３（日） 

京都駅スタート 

「京都東山・祇園界隈をめぐる 

 師走ウォーキング」 
 

 ウェスティン都ホテル京都 ペア宿泊券５組様 
（部屋タイプ：デラックスルーム） 

住所：京都府京都市東山区粟田口華頂町1（三条けあげ）
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