
平成２７年８月２５日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

「徳川家康公顕彰四百年祭」と連携したイベント等の展開について 

 ～第３弾「秋の陣」～ 

 

ＪＲ東海では、徳川家康公の薨去四百年を迎える今年、季節ごとに様々なイベントを開催し

ています。第３弾となる「秋の陣」では、１０月１日に２０周年を迎える特急「ふじかわ号」

の出発式や記念弁当発売のほか、臨時急行列車の運行、関連旅行商品の発売、記念さわやかウ

ォーキングなど、「四百年祭」と「ふじかわ号」のコラボレーション企画を多数ご用意しました。 

秋の行楽シーズンに、是非お楽しみください。 
 

１．｢徳川家康公顕彰四百年祭｣×｢特急ふじかわ号２０周年記念｣企画（別紙１） 

◆特急「ふじかわ号」出発式 

・日時：平成２７年１０月１日（木）９時３０分～９時４０分 

特急｢ふじかわ３号｣(静岡駅 9:40 発､甲府駅 12:08 着) 

・場所：静岡駅２番ホーム東京方 

※来賓として「ふじかわ号」停車駅の関係自治体の皆様にもご参加いただく予定です。 

※記念ヘッドマークを掲出して運転します。 

◆旅行商品の発売 

ＪＲ東海ツアーズで、山梨地区から「四百年祭」で賑わう静岡へのご旅行に便利でお

得なフリー型旅行商品を、新たに発売します。（９月１日(火)発売開始） 

◆記念弁当の発売 

静岡駅(東海軒)、富士駅・新富士駅・富士宮駅(富陽軒)で、「特急ふ

じかわ号２０周年記念弁当」を販売します。(１０月１日(木)発売開始） 

 

２．「徳川家康公顕彰四百年祭」関連企画 （別紙２） 

◆臨時急行列車「富士山トレインみのぶ号」の運転 

○運転日時：平成２７年１０月３日（土）、４日（日） 

下り 三島駅 10：33 発 → 下部温泉駅 12：19 着 

上り 下部温泉駅 15：57 発 → 三島駅 17：56 着 

○運転区間：三島駅～下部温泉駅（１日１往復） 

○主な特典：ご乗車の方に、身延駅または下部温泉駅で「記念乗車証」を配布（おひとり

様１枚）します。 

※専用ヘッドマーク、車両のワンポイントラッピング、専用座席カバーを設置します。 

※下り列車では、下部温泉駅到着時に地元観光協会等によるお出迎えがあります。 

※ＪＲ東海ツアーズで往復「富士山トレインみのぶ号」を利用した旅行商品を発売します。 

 

３．「記念さわやかウォーキング」の実施（別紙３） 

「徳川家康公顕彰 400 年コース」を１２コース開催するほか、特急「ふ

じかわ号」停車駅で「特急ふじかわ号２０周年記念コース」を５コース開

催します。（8/21 に｢さわやかウォーキングの開催について｣で発表済みです） 

 

 

 

（注）各イベントについて詳細は、別紙をご参照ください。なお、イベント内容は変更される場合があります。上記に関する

お問い合わせはＪＲ東海テレフォンセンターへ。０５０－３７７２－３９１０ （6：00～24：00 年中無休） 

写真・イラストは全てイメージです。取材案内については、別途準備でき次第、お知らせします。 

▲専用ヘッドマーク 

▲記念ヘッドマーク 

▲記念弁当（富陽軒） 

▲家康公顕彰 400 年バッジ 



「徳川家康公顕彰四百年祭」×「特急ふじかわ号２０周年記念」企画 

（１）特急「ふじかわ号」出発式 

◆日時：平成２７年１０月１日（木）９時３０分～９時４０分 

◆場所：静岡駅２番ホーム（特急「ふじかわ３号」東京方先頭車付近） 

◆参加者：静岡市、甲府市のほか、「ふじかわ号」停車駅の関係自治体からの 

ご来賓の皆様 

◆式典概要 

・主催者の挨拶：ＪＲ東海 常務執行役員 静岡支社長 河原﨑宏之（ｶﾜﾗｻｷﾋﾛﾕｷ） 

・花束贈呈  ：静岡駅係員から特急ふじかわ号乗務員へ 

・テープカット：ご来賓代表者複数名、ＪＲ東海静岡支社長 

   ・出発合図  ：ＪＲ東海 静岡駅長 青嶋孝之（ｱｵｼﾏﾀｶﾕｷ） 

◆その他 

・当日の特急「ふじかわ３号」は、記念ヘッドマークを掲出して運転します。 

・なお、一部のふじかわ号は１２月末まで記念ヘッドマークを掲出して運転します。 

 

（２）「特急ふじかわ号２０周年記念旅行商品」の発売 

・ＪＲ東海ツアーズで山梨地区から「四百年祭」で賑わう静岡へのご旅行

に便利でお得なフリー型旅行商品を、新たに発売します。 

◆商 品 名：山梨発！！日帰り静岡フリータイム 

◆設定期間：平成２７年９月１日（火）～平成２８年３月３１日（木） 

◆出 発 地：身延線山梨県内の主要８駅 

甲府駅・南甲府駅・東花輪駅・市川大門駅・鰍沢口駅 

甲斐岩間駅・下部温泉駅・身延駅・内船駅 

 ◆旅行代金：おとな６，０００円、こども３，５００円（税込） 

（甲府駅発着、往復ふじかわ号普通車指定席利用の場合） 

◆発 売 日：９月１日（火）１４時より 

◆申 込 先：ジェイアール東海ツアーズコールセンター０１２０－９８２－５５５（平日 10 時

～20 時、土日祝 10 時～18 時）または、ＪＲ東海ツアーズホームページ 

◆申込期間：出発６日前まで （クレジットカード支払・宅配受け取りの場合） 

◆商品内容 

・往復「ふじかわ号」普通車指定席利用。 

・静岡駅のパルシェまたは東海キヨスクで利用できる 1,000 円分（税込）クーポン券付。 

※一部利用できない店舗もあります。 

・静岡市内の主要観光地への移動に便利な「しずてつ電車・バス 1日フリー乗車券」付 

※｢家康公顕彰四百年祭｣と｢特急ふじかわ号２０周年記念｣期間が重なる 10 月 1 日(木)～

11 月 30 日(月)出発分に限ります。 

※詳細は専用パンフまたはＪＲ東海ツアーズホームページ(http://www.jrtours.co.jp)をご覧ください。 

 

（３）「特急ふじかわ号２０周年記念弁当」の販売 

◆販 売 日：平成２７年１０月１日（木）～１２月２５日（金） 

◆販売箇所：静岡駅の東海軒、富士駅・新富士駅・富士宮駅の富陽軒で販売 

◆販売価格：東海軒８００円（税込）、富陽軒９００円（税込） 

◆問合せ先：東海軒 製造部 054－287－5171（ 9 時～16 時） 

 富陽軒 営業部 0545－61－2835（ 9 時～17 時） 

別紙１ 

▲旅行商品パンフレット 

（イメージ） 

▲記念ヘッドマーク 

▲記念弁当（富陽軒） 



「徳川家康公顕彰四百年祭」関連企画 

（１）臨時急行列車「富士山トレインみのぶ号」の運転 

 

◆運 転 日：平成２７年１０月３日（土）、４日（日）＜計２日間＞ 

 

◆運転区間：三島駅～下部温泉駅（１日１往復運転） 

 

◆停 車 駅：沼津駅、吉原駅、富士駅、富士宮駅、内船駅、身延駅 

※停車駅は、上り･下りとも同じです。 

◆運転時刻 

下部温泉行き（下り） 三島行き（上り） 

三島発 10：33 下部温泉発 15：57 

沼津発 10：42 身延発 16：10 

吉原発 10：56 内船発 16：23 

富士発 11：03 富士宮発 17：12 

富士宮発 11：15 富士発 17：29 

内船発 11：50 吉原発 17：34 

身延発 12：10 沼津発 17：50 

下部温泉着 12：19 三島着 17：56 

 

◆編 成：３７３系車両（全車指定席：３両編成） 

・定員 179 名（普通車指定席 155 名、セミコンパートメント席 24 名） 

◆運 賃 等 

・臨時急行列車「富士山トレインみのぶ号」は全車指定席です。 

・ご乗車の際、乗車券の他に急行券・指定席券が必要です。乗車前にお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２



   ◆装 飾 等 

専用ヘッドマーク、車両のワンポイントラッピング、専用座席カバーを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特 典 等 

・記念乗車証 

「富士山トレインみのぶ号」にご乗車の方に、身延駅または下部温泉駅でおもてに乗車

日を、うらに列車の行き先表示器（横サボ）のイメージを印字した「記念乗車証」を、

おひとり様１枚プレゼントします。 

※下部温泉行き（下り）は身延駅または下部温泉降車時、三島行き（上り）は身延駅または下部温泉乗車時。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下部温泉駅でのおもてなし 

下り列車の下部温泉駅の到着場面では、下部観光協会

による下部温泉郷マップの配布、身延線沿線観光振興協

議会による富士川地域の特産品配布のほか、山梨県公認

のゆるキャラ「武田菱丸」、身延町公認のゆるキャラ 

「もーん父さん」のお出迎え等があります。 

 

◆発売日 

急行券・指定席券は、ご乗車になる日の１ヶ月前の１０時から、全国のＪＲの主な駅・旅

行会社の窓口で発売します。 

 

◆その他 

・荒天の場合等は、列車の運行を中止する場合があります。当日の運行状況はＪＲ東海テレ

フォンセンターにお問合わせください。 

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

・「富士山トレインみのぶ号」が運転できない場合は、当該列車の急行券・指定席券を無手

数料で払い戻しします。 

  

▲下部温泉行き（おもて） 

▲専用ヘッドマーク ▲ワンポイントラッピング ▲専用座席カバー 

▲下部温泉行き（うら） 

▲三島行き（おもて） 
▲三島行き（うら） 

▲武田菱丸 ▲もーん父さん



（２）臨時急行列車「富士山トレインみのぶ号」旅行商品の発売 

 

◆商 品 名：臨時急行「富士山トレインみのぶ号」で行く山梨の旅 

（日帰り、１泊２日） 

 

◆設定期間：平成２７年１０月３日（土）または４日（日）出発 

 

◆出 発 地：東京駅・品川駅・新横浜駅・小田原駅 

三島駅・沼津駅・吉原駅・富士駅・富士宮駅・静岡駅・清水駅 

  

◆旅行代金： 

・日帰りの場合 １０，０００円～１３，３００円（税込） 

（東京・品川発着、往復こだま号普通車指定席・富士山トレインみのぶ号指定席利用の場合） 

・１泊２日の場合 ２２，３００円（税込） 

（東京・品川発着、下部ホテル和室４・５名１室利用、往復普通車指定席利用の場合） 

 

◆発 売 日：８月３１日（月）１４時より 

 

◆申 込 先：ジェイアール東海ツアーズの各店舗、ジェイアール東海ツアーズ コールセンター

０１２０－９８２－５５５（平日 10 時～20 時、土日祝 10 時～18 時）または、 

ＪＲ東海ツアーズホームページ 

 

◆申込期間：出発３日前まで（お申し込みは、各店舗の営業時間内に限ります） 

※クレジットカード支払・宅配受け取りの場合は出発６日前まで 

 

※詳細は専用パンフまたはＪＲ東海ツアーズホームページ(http://www.jrtours.co.jp)をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考情報＞ 

【西山温泉慶雲館（１泊２日コース）】 

西暦 705 年創業、「ギネス・ワールド・レコーズ」に『世界で最も歴史のある旅館』として 2011

年に認定された西山温泉慶雲館。家康公も日本統一のさなか二度にわたり入湯したといわれ、後

に信玄公、家康公の隠し湯とも呼ばれるようになりました。 

 

【下部ホテル（日帰り、１泊２日コース）】 

アルカリ性温泉と硫黄泉の 2 種類が楽しめる旅館です。下部温泉は 836 年に温泉が湧いたとさ

れ、戦国時代には信玄公の隠し湯であったともいわれます。また、「甲斐国志」によれば徳川家康

も入浴したといわれています。 

 

【甲斐湯之奥金山博物館（日帰りコース）】 

武田信玄が金山開発をすすめた中世戦国時代に栄えた金山。家康公は信玄公の領国経営のうま

さをならい武田家が滅亡後は遺臣大久保長安を召し抱え金山奉行にし、鉱山事業をまかせました。

徳川幕府設立初期の財政を大きく支えた鉱山事業、当時の鉱山の様子を知ることができる貴重な

施設です。 

▲旅行商品パンフレット 

（イメージ） 



「記念さわやかウォーキング」の実施 

 

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

では「家康公顕彰 400 年バッジ」を先着でプレゼントします。 

 

◆全１２コース（駅名はスタート駅） 

① 9/21(祝)静岡駅：「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！ 

②10/11(日)関ケ原駅：関ケ原合戦まつりと天下分け目の関ケ原史跡巡り 

③10/17(土)下庄駅：本能寺の変 家康公伊賀越えの道・亀山金王道を歩く 

④10/18(日)金谷駅：家康公ゆかりの志戸呂焼 窯元巡りと日限地蔵尊  

⑤10/24(土)浜松駅：徳川家康公の天下取りと「家康楽市秋の陣」を訪ねて 

⑥10/25(日)藤枝駅：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 

⑦11/1(日)関ケ原駅：関ケ原合戦陣跡と「ふれあい垂井ピア 2015」を巡る 

⑧11/3(祝)愛知環状鉄道北岡崎駅：生誕の地・岡崎を散策 家康公ゆかりの寺社仏閣をめぐる 

⑨11/8(日)愛知環状鉄道瀬戸口駅：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 

⑩11/14(土)静岡駅：「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 

⑪11/21(土)舞阪駅：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｣ 

⑫11/29(日)名鉄名古屋本線中京競馬場前駅：紅葉彩る大高緑地と桶狭間の戦い史跡めぐり 

 

◆「家康公顕彰 400 年バッジ」のプレゼント 

各コースにスタート受付（8：30～11：00※一部を除く）で「家康公顕彰 400 年バッジ」を

プレゼントします。（別表参照） 

※先着順。各コースともおひとり様一つ限り。デザインは変更となる場合があります。  

  バッジ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

◆～電車＆スマホで巡る～『ご当地キャラクター・スタンプラリー』のスピンオフ企画 

８月１日（土）より開始している、『ご当地キャラクター・スタンプラリー』ともコラボ

レーション。「徳川家康公顕彰 400 年」コースのうち静岡県内の６コース（①、④、⑤、⑥、

⑩、⑪）のスタート受付地点で、各さわやかウォーキングコース特別スタンプ・特別オリジ

ナル壁紙を獲得できます。 

 

○実施日：「徳川家康公顕彰 400 年」コースのうち静岡県内の６コース（①、④、⑤、⑥、⑩、

⑪）開催日 

別紙３ 

①9/21（祝）静岡駅スタート  ④10/18（日）金谷駅スタート  ⑤10/24（土）浜松駅スタート 

（先着 4,000 名様）      （先着 3,000 名様）      （先着 4,000 名様） 

⑥10/25（日）藤枝駅スタート  ⑩11/14（土）静岡駅スタート  ⑪11/21（土）舞阪駅スタート 

  （先着 3,500 名様）      （先着 4,000 名様）      （先着 3,000 名様） 



 

○遊び方 

・ご当地キャラクター・スタンプラリーアプリ『ごとスタ』を検索しダウンロード（無料）

する。※対象：Android(4.3 以降)、iPhone(iOS7.0 以降)でサービス提供します。 

・対象のさわやかウォーキングスタート受付にある案内掲示周辺で、スマホを操作してさわ

やかウォーキング特別スタンプと特別オリジナル壁紙を入手。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「特急ふじかわ号２０周年記念」コース 

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。 

◆全５コース（駅名はスタート駅） 

①10/10（土）身延駅：身延山日蓮聖人の足跡を訪ねて 

②10/12（祝）富士宮駅：秋の浅間大社界隈を巡って 

③10/24（土）下部温泉駅：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 

④11/21（土）南甲府駅：甲府市内散策・ミレーの美術館と老舗ワイナリー 

⑤11/28（土）富士宮駅：晩秋の富士山と柚野の里祭りウォーキング 

 

◆「キャラクター看板を探そう！」イベントと「２０周年記念グッズ」のプレゼント 

     「特急ふじかわ号２０周年記念」の５コースで「キャラクター看板」を探していただき、ゴ

ール受付でクイズに解答された方に先着でコースごとの記念グッズをプレゼントします（おひ

とり様１個限り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各記念グッズの写真はイメージです。実際のものと異なる場合があります。 

※天候や当日の状況などによりイベントを中止する場合があります。 

※各コースの受付時間やコース中の有料施設、イベント開催時間等の詳細は、各コースの開催日の約１

週間前からＪＲ東海のホームページ（http://walking.jr-central.co.jp）で公開します。 

▲特別スタンプ（イメージ） 

①10/10（土）身延駅スタート

▲特別オリジナル壁紙（イメージ）

▲トートバック（先着 1,000 名） ▲キャラクター看板 

②10/12（祝）富士宮駅スタート 

▲クリアファイル（先着 1,500 名） 

▲ミネラルせっけん（先着 1,000 名） ▲純楮はがき（先着 1,000 名） ▲定規（先着 1,500 名） 

③10/24（土）下部温泉駅スタート ④11/21（土）南甲府駅スタート ⑤11/28（土）富士宮駅スタート 


