
               

 

 

平成２７年９月９日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

～ＪＲ東海 ５０歳からの旅クラブ“５０  ”～ 

旅の新ブランド「ふたたび」について 
 

ＪＲ東海がお届けする会費無料の５０歳からの旅クラブ“５０  ”（フィフティ・プラス） 

から誕生した旅の新ブランド「ふたたび」。 

修学旅行などで一度は訪れたことのある場所を、人生を積み重ねた大人の成熟した視点で「今

ならば、こう楽しめるのでは？」という記事とともに、スペシャルツアーをご用意します。こ

の機会に５０ にご入会いただき、「ふたたび」の世界を体感してください。 
 

１．特長 

（１）テーマは“浅草、そして歌舞伎にみる「いき」ものがたり” 

江戸の街で生まれた庶民の美意識「いき」を、江戸文化を色濃く残す浅草と、 

かつては浅草がその舞台の中心的な場所であった歌舞伎を通してご紹介します。 

「ふたたび」の記事はウェブマガジン及び冊子でご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）歌舞伎座及び浅草花柳界のご協力で、スペシャルツアー２種類をご用意  

ボストン美術館等がデジタル化した浮世絵の解説や、歌舞伎座元支配人による 

歌舞伎特別講座を受けます。もう一方では男芸者幇間
ほうかん

さんによる浅草案内や、浅 

草花柳界の芸者踊りや幇間さんの芸など「花やしきの舞」特別講演を鑑賞します。 

２．商品 

（１）５０ 会員専用！ 「ふたたび」スペシャルツアー        ・・・別紙１ 

   ・出発日、人数限定！往復新幹線とホテルに、Ｗｅｂマガジン記事連動の特別 

メニューがセットになった添乗員同行型の旅行商品を２種類ご用意！ 

   ① 浮世絵特別講座と歌舞伎座・十月大歌舞伎鑑賞 

② 日本唯一、浅草の幇間さんと「粋」な街歩き・花やしき特別公演鑑賞 

（２）５０ Ｗｅｂ会員専用！ いつでも同じお値段で「for50＋」   ・・・別紙２ 

・往復新幹線とホテルがセットになったフリープラン型の旅行商品で、全ての出発 

日とホテルが同じ代金！（発着駅同駅の場合） 

   ・東京宿泊ホテルは第一ホテル両国、ホテルイースト２１東京 他全８ホテル 

３．展開 

（１）５０ ホームページ（http://50plus.jr-central.co.jp/）でウェブマガジン公開 

・あわせて冊子化し、ＪＲ東海の主な駅で配布します。 

（２）５０ Ｗｅｂ会員様向けイベントの実施             ・・・別紙３ 

・中部地区在住の５０ Ｗｅｂ会員様を対象に、９月にイベントを実施します。  

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

  
「ふたたび」ウェブマガジン 「ふたたび」冊子表紙 浅草 紹介記事 

＋ 

 

＋ 

＋ 

 

＋ 

http://50plus.jr-central.co.jp/


               

 

 

     ５０  会員専用！ 「ふたたび」スペシャルツアー 

 

１．浮世絵特別講座と歌舞伎座・十月大歌舞伎鑑賞（各日３０名限定） 

（１）見どころ： 

  ・ボストン美術館とＮＨＫプロモーションが共同でデジタル化した浮世絵を解説。 

  ・浅草の所々に残された歌舞伎の足跡を、松竹関係者のご案内で巡ります。 

  ・十月大歌舞伎鑑賞前に、歌舞伎座元支配人による歌舞伎特別講座を受けます。 

  ・歌舞伎の知識を深めた後、十月大歌舞伎を鑑賞します。 

（２）出発日： 平成２７年１０月１８日（日）、２３日（金） 

（３）出発駅： 新大阪、京都、名古屋～三島の東海道新幹線各駅 

（４）代 金： 

 

 

 

 

 

 

（５）宿泊先： ホテルモントレ赤坂 

（６）行 程： 

 

 

 

 

 

２．日本唯一、浅草の幇間さんと「粋」な街歩き・花やしき特別公演鑑賞（各日３０名限定） 

（１）見どころ： 

  ・男芸者の幇間さんが、現在も６軒の料亭が残る浅草観音裏やエンターテインメントの

街六区、浅草寺などを、小気味のいい会話でご案内します。 

  ・浅草花柳界の芸者の踊りや幇間さんの芸など「花やしきの舞」特別公演を鑑賞します。 

（２）出発日： 平成２７年１１月１５日（日）、１１月２７日（金） 

（３）出発駅： 新大阪、京都、名古屋～三島の東海道新幹線各駅 

（４）代 金： 

 

 

 

 

 

 

（５）宿泊先： ホテルモントレ赤坂 

（６）行 程：  

 

 

 

※いずれもお申し込み締切は出発日の１０日前までとなります。 

※㈱ジェイアール東海ツアーズが企画実施する募集型企画旅行となります。 

※申込は５０ Ｗｅｂ（http://jr50plus.jp/）及び５０ ツアーデスクにて承ります。 

別紙１ 

【新大阪、京都、名古屋駅発着】のぞみ号普通車指定席 

【三河安城～三島駅発着】こだま号グリーン車指定席 

１泊２日、２～３名様１室利用、ホテル朝食・２日目お弁当付、大人おひとり様 

新大阪駅発着    ６２，８００円  静岡駅発着   ５８，３００円  

京都駅発着     ６２，３００円  新富士駅発着  ５７，８００円 

名古屋～豊橋駅発着 ５９，８００円  三島駅発着   ５６，８００円 

浜松・掛川駅発着  ５９，３００円  

１日目 出発駅～東京駅着（列車限定） 

貸切バス又はタクシーで移動→浮世絵特別講座受講→ 

浅草街歩き(歌舞伎の足跡探索）→フリータイム 

２日目 地下鉄で移動→歌舞伎座で十月大歌舞伎鑑賞前の特別 

講座受講→十月大歌舞伎鑑賞→出発までフリータイム 

東京駅～到着駅（列車限定） 

【新大阪、京都、名古屋駅発着】のぞみ号普通車指定席 

【三河安城～三島駅発着】こだま号グリーン車指定席 

１泊２日、２～３名様１室利用、ホテル朝食付、大人おひとり様 

新大阪駅発着    ３５，８００円  静岡駅発着   ３１，３００円  

京都駅発着     ３５，３００円  新富士駅発着  ３０，８００円 

名古屋～豊橋駅発着 ３２，８００円  三島駅発着   ２９，８００円 

浜松・掛川駅発着  ３２，３００円  

１日目 出発駅～東京駅着（列車限定） 

    貸切バス又はタクシーで移動→幇間ガイドによる 

浅草街歩き→花やしきの舞鑑賞→フリータイム 

２日目 各自フリータイム、東京駅～到着駅（列車限定） 

＋ 

＋  

＋ 

浅草芸者・幇間さんの舞 
 

 
浮世絵特別講座 

http://jr50plus.jp/


               

 

 

         

５０ Ｗｅｂ会員専用！ いつでも同じお値段で「for50＋」 

 

１．設定区間・料金： 

 ・食事なし １泊２日 おとなおひとり様分（２名１室、３名１室は同一料金） 

 ・出発駅は東海道新幹線各駅、目的地は奈良、京都、東京、横浜、名古屋、大阪 

  ※出発駅ごとに目的地が異なります。 

 

 

 

 

２．対象列車：「のぞみ」「ひかり」は対象列車限定、「こだま」は全列車対象 

  ※普通車指定席のみとなります。 

 

３．設定期間：平成２８年３月３０日（水）出発まで 

（２泊プランは、平成２８年３月２９日（火）出発まで） 

  ※９月１７日～２３日、１１月１９日～２３日、１２月２８日～平成２８年１月４日は

出発の設定なし。 

  ※２泊プラン及び一部の施設は、設定除外日が異なります。 

 

４．宿泊施設例 

 ・東京： サンシャインシティプリンスホテル、新橋愛宕山東急ＲＥＩホテル（南館）、

東京プリンスホテル、第一ホテル両国、ホテルモントレ赤坂、 

大森東急ＲＥＩホテル、ホテルモントレ半蔵門、ホテルイースト２１東京 

 ・横浜： 新横浜プリンスホテル 

 

５．お申し込み期限： ご旅行日の６日前まで 

 

６．発売箇所： ５０ Ｗｅｂ（http://jr50plus.jp/）のみとなります。 

※㈱ジェイアール東海ツアーズが企画実施する募集型企画旅行となります。 

※㈱ジェイアール東海ツアーズの各支店ではお取扱いしておりません。 

 

７．発売条件 

・５０ Ｗｅｂ会員限定商品のため、５０ Ｗｅｂ会員への新規登録または５０ 通常 

会員からの登録変更が必要です。新規登録、登録変更は、５０ ウェブサイトで承り 
ます。お電話では承れません。 

・新規登録手続き後、すぐにお申し込みいただけます。 
・会員様を含む２名様からお申し込みを承ります。 

 
８．その他 

・室数限定につき、ご購入後の人数、客室の変更は承れない場合があります。 
・座席数限定につき、ご希望の列車がご予約いただけない場合があります。 

・対象列車の一部でご利用いただけない日があります。 
・新幹線は普通車指定席のみのご利用となり、自由席はご利用いただけません。また、 

 指定の列車に乗り遅れた場合、後続列車へのご乗車は自由席を含め一切できません。 
払戻もできません。 

 

別紙２ 

【料金例】 新大阪駅発着 → 東京泊 ２３，５００円、横浜泊 ２３，２００円 

京都駅発着  → 東京泊 ２２，８００円、横浜泊 ２２，５００円 

名古屋発着   → 東京泊 １９，０００円、横浜泊 １８，７００円 

＋ 

＋ 

＋ ＋ 

＋ 

＋ 

http://jr50plus.jp/


               

 

 

 
５０ Ｗｅｂ会員様向けイベントを実施 

 

 ふたたび第２弾スペシャルプランの発売に合わせ、中部地区在住の５０ Ｗｅｂ会 

員様を対象に、５０ おすすめ旅行プランや浅草をメインとした観光情報をご紹介するイ

ベントを実施します。 

 
１．実施日時 

  平成２７年９月２７日（日）、２８日（月） １０：００～１７：００ 
 

２．実施場所 
  名古屋ミッドランドスクエア ５階会議室 

 
３．実施内容 

（１）５０ おすすめ旅行プランのご紹介 

ふたたび第２弾スペシャルプラン、Ｗｅｂ会員限定のお得なフリープラン、いつ 

   でも同じお値段で「for50＋」をはじめ、京都の紅葉特別拝観プラン、世界遺産と 

なった静岡県韮山反射炉プラン、長崎県端島（軍艦島）プラン等、中部地区発、 

各方面別のおすすめプランをご紹介します。 

（２）着地別ＰＲブースの設置 

東京、静岡、京都、九州等各地区の観光情報、旅行プラン紹介ブースを設置します。  

（３）セグラスツーリズムによる浅草講座の実施 

ふたたびスペシャルツアーの特別メニューともなっている浮世絵や幇間さんにつ 

   いての説明や、昔の写真を用いた浅草六区の解説を行います。 

   浅草講座に参加いただいた方には、抽選で浅草観劇チケット等のプレゼントをご用 

意します。 

※プレゼントの内容は変更する可能性があります。 

（４）旅行会社による旅行相談会 

    ジェイアール東海ツアーズスタッフによる旅行相談会を実施します。 

  

４．その他 

 ・５０ Ｗｅｂ会員様限定イベントのため、ご参加には５０ Ｗｅｂ会員へのご入会 

 又は登録変更が必要です。新規登録、登録変更は、５０ ウェブサイトで承ります。 

お電話では承れません。 

・５０ Ｗｅｂ会員様には、メールマガジンにてイベント詳細をご案内します。イベン 

トへの参加には、事前にメールマガジンにてご案内する参加券が必要です。 

                     

別紙３ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ ＋ 

[入会問合せ] ＪＲ東海「50+」事務局 

 ・ナビダイヤル：0570-00-8350 

 ・電話：03-3275-8350 

 ・受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00 

       （日曜・祝日休業） 

[商品問合せ] 50+ツアーデスク 

 ・フリーダイヤル：0120-957-550 

 ・電話：03-6867-8650 

 ・受付時間：平日 10:00～20:00 

土日祝 10:00～18:00 

       （日曜・祝日休業） 

＋ 

＋ 

＋ 
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