
平成２８年１０月７日 
富士川地域・身延線沿線観光振興協議会  
東海旅客鉄道株式会社 

 
～富士川地域・身延線沿線観光振興協議会×ＪＲ東海共同企画～ 

秋のご旅行は早川町へ！ 

お出かけに便利な臨時急行「南アルプス はやかわ」号を運転します！ 
 

ＪＲ東海ではこの秋、富士川地域・身延線沿線観光振興協議会とタイアップし、多くの魅

力を秘めた町、山梨県早川町を訪れる旅を提案します。 

１１月１３日（日）に臨時急行「南アルプス はやかわ」号を運転し、車内や下部温泉駅

にて様々なおもてなしをご用意いたします。一日限りの特別な列車に揺られ、澄みきった空

気と紅葉の美しさ際立つ早川町への旅にでかけてみませんか。 

※富士川地域・身延線沿線観光振興協議会参画自治体：市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町 
 

１．早川町の魅力（別紙１） 

・早川町は山梨県の南西部に位置する、南アルプスの峰々に抱かれた山間の町です。 

・町土の９６％を森林が占める自然豊かな町。紅葉の時期は山々が美しく色付きます。 

・早川町のそば処が一堂に会する「早川町そば祭り」のほか、身延往還の宿場町と 

して栄えた「赤沢宿」や開湯 1,300年の歴史を有する西山温泉などの名湯が魅力です。 

 

 

 

 

 

 

２．臨時急行「南アルプス はやかわ」号の運転（別紙２） 

運 転 日：平成２８年１１月１３日（日） 

運転区間：静岡駅～下部温泉駅（１日１往復・全車指定席） 

下り 静岡駅 8：33 発 → 下部温泉駅 10：14着 

上り 下部温泉駅 15：58 発 → 静岡駅 18：03 着 

停 車 駅：清水駅、富士駅、富士宮駅、身延駅 ※身延駅は上りのみ停車 

・早川町の風景をあしらったヘッドマークを付けて運転します。 

・ご乗車された方には「記念乗車証」をプレゼント。※お一人様につき１枚 

 

 

 

 

 
・下り車内では早川町の辻町長による観光案内と地元からノベルティをプレゼント。 

・下部温泉駅では地元マスコットキャラクターによるお出迎えと特産品を振舞います。 

３．下部温泉駅スタートのさわやかウォーキングを同日開催（別紙３） 

・「南アルプス生態邑」や「早川町そば祭り」を巡るさわやかウォーキングを開催します。 

・下部温泉駅 8：30～11：00集合（予約不要）※下部温泉駅～バス乗降場のバス代別途必要。  

▲記念乗車証（下り：おもて） ▲記念乗車証（上り：おもて） 
▲ヘッドマーク 

※それぞれの詳細は、別紙１～３をご参照ください。 
※イベント内容は変更される場合があります。写真・イラスト・地図は全てイメージ。で

 

▲自然豊かな早川町 ▲早川町そば祭り ▲西山温泉 ▲赤沢宿 



○～澄みきった空気と南アルプスの恵みを愉しもう！～ 

自然と歴史に彩られた町「早川町」へ 

 

・早川町は山梨県南巨摩郡に位置する、南アルプスのふもとの町。 

・平成の大合併により、日本一人口の少ない町に。 

⇒そんな早川町が秘める様々な魅力をご紹介します！ 

 

 

■自然 

・早川の渓流や渓谷は、新緑や紅葉の時期には特に美しく見る者の目を愉し

ませてくれます。 

・３，０００メートルを超える南アルプスの白根三山をはじめ、七面山や笊

ヶ岳など、登山シーズンには多くの登山客でにぎわいます。 

 

■歴史／文化 

・身延山と七面山とを結ぶ巡礼の道の途中に位置し、江戸時代の面影を残す

講中宿の「赤沢宿」や、孝謙天皇が病気治療のため逗留したという伝承が

残る「秘境奈良田」など、各地区に歴史と文化が深く根付いています。 

 

■温泉 

・開湯から１３００年を超える歴史を持つ西山温泉慶雲館をはじめ、町内に

はいくつもの温泉があり、あふれる自然の中で心身ともにゆったりと過ご

すことができます。 

 

■遊び 

・美しい渓流での釣りや川遊び、緑豊かな自然の中での登山やキャンプ。

都会では味わえない体験がたくさんあります。 

 

 

■グルメ 

・昔ながらの手作り味噌やこんにゃく、蕎麦、山ぶどう

から作る山葡萄ワイン、日本蜜蜂からとれるハチミツ

や新鮮な鹿肉を使ったジビエ料理など、歴史と自然が

育んだ食材や料理が目白押しです。 

 

■お土産／特産品 

・美容効果のあるブラックシリカで作るブレスレットやストラップ、町内の 

作家による工芸品や民芸品、旬の野菜やジビエ肉など、魅力ある商品が豊 

富にあります。 

 

 

早川町の魅力 

※早川町の観光情報については、富士川地域・身延線沿線観光振興協議会にお問い合わせください。 
 〒409-3244 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 495 TEL：0556-32-5021（平日 8:30～17:15） 

早川町 

［早川町 辻町長より］ 

平成２６年の南アルプスユネスコエコパーク認定から始まり、中部横断自動車道や奈良田桃の木間
の道路建設など、今後早川町が将来に向かって開かれていくなかで、より観光を貴重な資源として
まちづくりを進めています。魅力的なこの早川町に、お越しください。 

▲早川渓谷 

▲赤沢宿 

▲雨畑ブラックシリカ 

▲山葡萄ワイン ▲南アルプスハム 

▲西山温泉 

▲南アルプス邑野鳥公園 

別紙１ 

 

山梨県 



○臨時急行「南アルプス はやかわ」号の運転 

 

◆運 転 日：平成２８年１１月１３日（日） 

 

◆運転区間：静岡駅～下部温泉駅 

 

◆停 車 駅：清水駅、富士駅、富士宮駅、身延駅 ※身延駅は上りのみ停車 

 

◆運転時刻： 

 

 

 

 

 

 

◆車  両：３７３系（全席指定：３両編成）※一部のセミコンパートメント席は発売しません。 

 

 ◆運 賃 等：臨時急行「南アルプス はやかわ」号は全車指定席です。ご乗車の際、乗車券・回数券のほ

かに急行券・指定席券が必要です。乗車前にお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※急行券・指定席券をお買い求めいただければ、乗車券、回数券のほか、「休日乗り放題き

っぷ」、「ＪＲ東海＆16私鉄乗り鉄☆たびきっぷ」と併用して臨時急行「南アルプス はや

かわ」号にご乗車いただけます。 

 

◆発 売 日：急行券・指定席券は、１０月１３日（木）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。 

 

◆車両装飾：・専用ヘッドマークをつけて運転します。 

      ・ヘッドマークは、南アルプスの山々やつり橋、赤沢宿といった早川町の 

風景をイメージしてデザインしました。 

        

 

※つり橋：早川町には昔交通の手段として利用されていたつり橋が１００本ほど残っています。 

※赤沢宿：身延山と七面山を結ぶ身延往還の宿場町として栄えました。石畳の坂道や旅籠などが残る

街並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 

 

 

（単位：円） 

▲ヘッドマーク 

別紙２ 

上段：運賃

下段：急行/指定席料金
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◆特 典：・ご乗車の方に車内で「記念乗車証」をプレゼントします。 

      ・「記念乗車証」には南アルプスの山々、つり橋、赤沢宿のほか、早川町の鳥であるヤマセ

ミを加え、はやかわ号の名称と３７３系電車をあしらっています。 

      ・裏面はかつての急行列車で使用していた行先表示幕をモチーフにしたデザインです。 

※下りは富士宮駅～下部温泉駅間、上りは身延駅～富士宮駅間でお一人様につき一枚プレゼントします。 

        ※下り、上りの記念乗車証（おもて）を並べると、一つの絵になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆車内での観光ＰＲ： 

車内のセミコンパートメント席で富士川地域・身延線沿線観光振興協議会とＪＲ東海による観光ＰＲ

コーナーを設置します。 

 

 

  

      【富士川地域・身延線沿線観光振興協議会コーナー】 

      【ＪＲ東海コーナー】 

 

◆車内イベント（下り列車内）： 

 ・早川町の辻町長による観光案内 

 ・ＪＲ東海乗務員によるおもてなし（記念撮影会など） 

 ・富士川地域・身延線沿線観光振興協議会によるノベルティ、パンフレット配布 

 ・下部温泉の指定された温泉施設をワンコイン（500円）でご利用いただける下部温泉郷マップ配布 

 

◆下部温泉駅イベント（下り列車到着時） 

  ・富士川地域・身延線沿線観光振興協議会による富士川地域の特産品をプレゼント 

・ウェルカムドリンク（柚子ドリンク）の提供 

・下部観光協会及びマスコットキャラクターの「武田菱丸」と「もーん父さん」によるお出迎え 

 

 

 

 

 

 

◆そ の 他 

・臨時急行「南アルプス はやかわ」号を利用した旅行商品の設定はありません。 

・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) 

・臨時急行「南アルプス はやかわ」号が運転できない場合は、乗車券と急行券・指定席券を全額無手

数料で払い戻します。  

（東海道本線内）静岡→ 

（身延線内）下部温泉→ 

 

３号車 

 

２号車 

 

１号車 

 

▲ノベルティ一（オリジナルタオル） 

▲武田菱丸 ▲もーん父さん 

▲記念乗車証（下り：おもて） ▲記念乗車証（上り：おもて） 

▲記念乗車証（下り：うら） ▲記念乗車証（上り：うら） 

○Ｃ １９７６， ２０１６ ＳＡＮＲＩＯ ＣＯ．， ＬＴＤ． 

ＡＰＰＲＯＶＡＬ Ｎｏ． Ｇ５７２０５３ 



○下部温泉駅スタートのさわやかウォーキング 

 

ＪＲ東海では、早川町の魅力を堪能できるさわやかウォーキング「南アルプス生態邑散策と早川町

そば祭り」を臨時急行「南アルプス はやかわ」号の運転にあわせて開催します。［予約不要］ 

  

 

  

 

  

 

 ※下部温泉駅～バス乗降場はバスで約 40分。［往復おとな 1,200 円→1,000円（コースマップ提示）］ 

※下部温泉駅からバス乗降場までのバスは早川町からの助成をいただき運行します。 

 

《臨時急行「南アルプス はやかわ」号にご乗車の方以外にも、ご参加いただけます！》 

 ⇒さわやかウォーキングの参加に便利な列車 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆さわやかウォーキングの立ち寄りスポット 

『南アルプス邑野鳥公園』 

 人と野生生物のつながりをテーマに、様々な自然体験ができる野鳥公園。ネイチャ

ーガイド（有料）やネイチャークラフト（有料）など、小さなお子様も楽しめる日帰

りプログラムも充実。室内で野鳥観察ができる「観察ルーム」も大人気！ 

○料 大人 400 円、小中学生 200円※コースマップ提示で半額 ○営 9:00～16：30 ○電 0556-48-2288 

※入園料以外の料金についてはホームページ(http://www.hayakawa-eco.com)をご覧ください。 

『早川町郷土資料館』 

 かつての三里村（現在の三里地区）の村役場庁舎の外観をそのまま残し、館内で

は早川町内の伝統文化、工芸品、歴史を展示。 

○料 大人 300 円、小中学生 150円※コースマップ提示で大人 200円、小中学生 100円 

 ○営 9:00～16:00 ○電 0556-48-2621（ヘルシー美里） 

『光源の里温泉 ヘルシー美里』 

 硫黄の香り漂う弱アルカリ性の美肌の湯。塩分濃度が濃いため保温効果が高く、

肩こりや疲労回復に良いと評判。 

○料 大人 550 円、小学生 220円※「早川町そば祭り」開催に伴い、先の入浴料無料 

 ○営 10:00～19:00（土日祝） ○電 0556-48-2621 

『早川町そば祭り』 

 町内のそば処が一堂に会し、渓谷の紅葉を楽しみながら食べ比べができる。特産

品の販売やステージショーも開催。 

○料 参加費無料 飲食費等は別途必要 ○営 10:00～14:00 ○電 0556-45-2516 

■静岡駅から

静岡発 富士着

普通列車 7:02 7:40

特急ふじかわ１号 8:17 8:42

普通列車 8:35 9:09

■沼津駅から

沼津発 富士着

普通列車 7:18 7:37

普通列車 8:08 8:27

普通列車 8:44 9:03

■富士駅から

富士発 下部温泉着

普通列車 7:45 9:15

特急ふじかわ１号 8:44 9:47

普通列車 9:12 10:44

■甲府駅から

甲府発 下部温泉着

普通列車 7:16 8:29

特急ふじかわ４号 8:44 9:25

普通列車 9:05 10:29

別紙３ 

※コース詳細については、さわやかウォーキングのパンフレットまたはＪＲ東海のホームページ（http://walking.jr-central.co.jp）を 

ご覧ください。 
※紅葉・季節の花・イベント・掲載写真の風景等は天候・自然条件等の状況によりご覧いただけない場合がございます。 

http://www.hayakawa-eco.com/
http://walking.jr-central.co.jp/

