
 平成２９年３月２３日 

浜 松 市 

東海旅客鉄道株式会社 

～ 浜松市 ×ＪＲ東海「Japan Highlights Travel」 ～ 

「直虎の足跡を巡る旅キャンペーン」春の展開について 
 

東海道新幹線沿線の魅力を紹介する「Japan Highlights Travel（ジャパン・ハイライツ・

トラベル）」では、大河ドラマ「おんな城主 直虎」で注目を集める浜松エリアにて、浜松市

と連携した取組み『直虎の足跡を巡る旅キャンペーン』を展開しています。この春は、イベ

ントやポスター等で「井伊直虎」ゆかりの地や観光情報等をご紹介するほか、お得な旅行商

品や企画をご用意します。この機会に浜松へお出掛けください。 

１．「井伊直虎」ゆかりの地、浜松エリアの魅力をＰＲ！（別紙１・２） 

○ イベント開催（別紙１） 

 ・ご当地キャラも登場する観光ＰＲイベントを東京駅と新大阪駅で開催 

・東京駅では、大河ドラマ「おんな城主 直虎」展も開催 

ドラマ出演者によるトークショーやパネル展を実施 

○ ポスター、プロモーション動画、大河ドラマ特集冊子でのＰＲ（別紙２） 

・共同制作したポスターと動画を、ＪＲ東海の主な駅や旅行会社店頭で掲出・放映 

・ドラマと直虎ゆかりの地の情報をまとめた特集冊子を、ＪＲ東海の主な駅で配布 

  

 

 

 

 

 

 ○ Twitterクイズキャンペーンを展開（別紙２） 

 ・アカウント（※）をフォローして、「井伊直虎」にまつわるクイズの回答をツイート

＆正解した方に、抽選で旅行商品をプレゼントする企画を展開 

※「おんな城主 直虎」推進協議会【公式】アカウント「＠hamama2naotora」で実施 

２．浜松エリアを満喫！お得で便利な商品・企画をご用意！（別紙３） 

○ ２つの特典が魅力！人気の「“直虎ゆかりの地”浜松旅満喫プラン」 

・現地の特産品等と交換できるチケットが付いた「ふじのくに満喫ガイドマップ 

（直虎篇）」と観光地を結ぶＪＲ・私鉄等路線が２日間乗り放題の「ふじのくに 

家康公きっぷ（西部版）」、人気の２つの特典が付いた旅行商品を引き続き発売 

○ ｢ＪＲ東海＆１６私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ｣で直虎ゆかりの地を巡ろう！ 

・観光施設等での割引特典やプレゼントをご用意 

○ 直虎ゆかりの地を巡る「さわやかウォーキング（参加費無料）」を開催 

詳しくは「Japan Highlights Travel」ホームページ（http://japan-highlightstravel.com/）

をご参照ください。 

※画像はすべてイメージです。 
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＜宣伝プロモーションの展開＞ 

（１）特別イベントの開催 

東京駅と新大阪駅で、浜松市と共同で観光ＰＲイベントを開催します。 

東京駅では、大河ドラマ「おんな城主 直虎」展も開催されます。こちらでは、ドラマ出演

者によるトークショーも実施されますので、合わせてお楽しみください。 

Ⅰ．東京駅 

１．観光ＰＲイベント 

【開催日時】平成２９年５月２７日(土) ～６月１日(木) １０時～１７時(予定) 

【開催場所】東京駅 イベントスペース(八重洲口コンコース) 

【概    要】 

    ① 観光ＰＲブース 

       浜松市と観光関連団体がＰＲブースを出展します。 

観光スポット、浜松グルメの紹介など浜松の魅力をご紹介します。 

     ② ステージイベント 

浜松観光ＰＲステージを中心に、ご来場のお子様にもお楽しみいただける 

ご当地キャラクター（※）のアトラクションなどイベントを開催します。 

※出世法師直虎ちゃん、出世大名家康くんを予定 

 

２．大河ドラマ「おんな城主 直虎」展＆トークショー＜主催：ＮＨＫサービスセンター＞ 

【開催日時】平成２９年５月２７日（土）～６月１日（木）１０時～１７時（予定） 

【開催場所】東京駅 イベントスペース(八重洲口コンコース) 

【概    要】 

① 大河ドラマ「おんな城主 直虎」展の開催 

・番組紹介パネル 

ドラマ出演者の紹介、人物相関図などで、大河ドラマ「おんな城主 直虎」を 

わかりやすく紹介します。 

 ・出演者の等身大パネル 

  井伊直虎（城主姿）・次郎法師＜柴咲コウ＞、井伊直親＜三浦春馬＞、 

  小野政次＜高橋一生＞と一緒に記念撮影ができます。 

 

    ＜パネル例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



    ② 大河ドラマ「おんな城主 直虎」プレミアムトーク 

     ｢おんな城主 直虎」出演者によるトークショーを開催します。 

     大河ドラマの見どころや、収録のエピソード等を楽しくご紹介します。 

     平成２９年５月２７日（土） １４時（予定） 

     〔出演〕寺田 心（井伊直政の幼少期「虎松」役）ほか 

 

 

Ⅱ．新大阪駅 

【開催日時】平成２９年３月２８日（火）１０時３０分～１８時３０分 

【開催場所】新大阪駅 新幹線改札内イベントスペース(新幹線中央口改札付近) 

【概  要】 

・観光ＰＲブース 

     浜松市と観光関連団体がＰＲブースを出展します。 

観光スポット、浜松グルメの紹介など浜松の魅力をご紹介します。 

ご当地キャラクター（※）も登場します。 

※出世法師直虎ちゃん、出世大名家康くんを予定 



 

（２－１）ポスターとプロモーション動画でのＰＲ 

浜松市と共同制作したポスターや動画を、主な駅等で掲出・放映します。 

【期間】 

平成２９年３月２３日（木）以降、順次 

【箇所】 

首都圏、名古屋地区、関西地区の主な駅及び旅行会社店頭 

 

（２－２）特集冊子でのＰＲ 

大河ドラマ「おんな城主 直虎」番組情報と 

直虎ゆかりの地の情報をまとめた特集冊子を主な駅で配布します。 

｢直虎ゆかりの地と浜松・浜名湖を巡る旅」の情報は 

｢Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイトでもご紹介しています。 

 

（３）Twitterクイズキャンペーンを展開 

｢おんな城主 直虎」推進協議会【公式】アカウントをフォローして、クイズの回答をツ

イ 

ート＆正解した方から抽選で、「往復新幹線で行く浜松１泊２日の旅（ペア）」をプレゼ 

ントするキャンペーンを展開します。 

【実施期間】 

 平成２９年４月２日(日) ～６月２４日(土)まで 

【キャンぺーン参加条件】 

  ・日本国内にお住まいの方であること 

・Twitterアカウントをお持ちであること 

 【キャンペーン参加方法】 

１）｢おんな城主 直虎」推進協議会【公式】アカウントをフォロー 

２）「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイトでクイズを確認して答えを選択 

（自動で Twitter画面が開きます） 

３）Twitterよりクイズの答えをツイート 

 【プレゼント内容】 

期間中、本キャンペーンの抽選に当選された方には、 

・往復新幹線で行く「井伊直虎」ゆかりの地を巡る浜松旅行１泊２日の旅をペアで 

６組（計１２名様）にプレゼントします。 

 

※詳しくは「Japan Highlights Travel」ホームページ（http://japan-highlightstravel.com/） 

をご参照ください。 

 

  

 

 

別紙 2 

ポスター 
（浜松市共同制作版） 

特集冊子 

特集冊子 

http://japan-highlightstravel.com/


＜お得で便利な商品・企画のご紹介＞ 

（１－１）「ふじのくに満喫ガイドマップ」（直虎篇） 

・直虎ゆかりの地「井伊谷（いいのや）」をはじめ、地元グルメや温泉など「奥浜

名湖・舘山寺」エリアの観光情報が満載の、まち歩きに便利なガイドマップです。 

・エリア内の指定の飲食店等で総額７５０～１，０００円相当分の特産品等と引き

換えられる「まち歩きクーポン」がついています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１－２）「ふじのくに家康公きっぷ」（西部版） 

・直虎ゆかりの地「井伊谷」や大河ドラマ館が設置されている「気賀（きが）」な

ど浜松エリアを巡る旅に便利なきっぷです。  

・フリー区間内のＪＲ・私鉄・バス等の交通機関の普通車自由席、一般席が２日間

乗り放題です。 

・大河ドラマ館のオープン期間中は遠鉄バスの大河ドラマ館⇔舘山寺温泉・龍潭寺

の区間もご利用いただけます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ふじのくに家康公きっぷ（西部版）】 

【ガイドマップ表紙】 【引き換えられる特産品等（一例）】 

レンタサイクル（気賀） 

 

うなぎ肝焼き（舘山寺） 

姫様スティック（気賀） 

ミニミニ牡蠣カバ丼（舘山寺） 

まるごとみかん大福（三ヶ日） 

別紙３ 

※画像はすべてイメージです。 



（２）ガイドマップとフリーきっぷがセットになったお得な旅行商品を発売 

〔ジェイアール東海ツアーズの商品一例〕 

■商品概要：［井伊直虎ゆかりの地 浜松］特別商品 

「ふじのくに満喫ガイドマップ（※）」と「ふじのくに家康公きっぷ（西

部版）」がセットになったフリープラン型 旅行商品です。 

※宿泊プラン：浜松篇と直虎篇の２冊付 

※日帰りプラン：浜松編または直虎編のどちらか１冊付 

■設 定 日：平成２９年 ４月 １日（土）出発から 

平成２９年 ９月３０日（土）帰着まで 

■発 売 日：発売中 

■設定泊数：１泊・日帰り 

■出発地区：首都圏・名古屋地区・関西地区 

■旅行代金：おとなおひとり様 

[１泊] 

東京・品川駅発 ：２０，２００～２８，７００円 

名古屋駅発   ：１６，４００～２４，９００円 

新大阪駅発   ：２１，０００～２９，５００円 

※往復新幹線普通車指定席利用 

※舘山寺温泉・ホテル鞠水亭 東館和室宿泊 

（４・５名様１室・２食付）の場合 

[日帰り] 

東京・品川駅発 ：１１，８００円 

名古屋駅発   ： ７，５００円 

新大阪駅発   ：１２，５００円 

※往復新幹線普通車指定席利用 

■申込期限：出発日前日まで（一部販売店を除く） 

※上記の他、下記旅行会社においても旅行商品を発売しています。 

 

 

詳しくは「Japan Highlights Travel」ホームページ（http://japan-highlightstravel.com/）

をご確認ください。 

  

ＪＲ東海ツアーズ パンフレット 

http://japan-highlightstravel.com/


（３）「ＪＲ東海＆１６私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」で直虎ゆかりの地を巡ろう！ 

  ・昨夏から土休日限定で、ＪＲ東海の在来線全線と在来線駅に隣接する 16の私鉄
が２日間乗り放題となるきっぷを発売し、ご好評いただいています。 

 ・浜松エリアはもちろん、奥三河エリアや南信州エリアにある直虎ゆかりの地を巡
る旅にも、便利にご利用いただけます。 

 ・各自治体等の皆様からご協力いただき、期間限定（平成 29年４月 15日～平成 30
年３月 25日）で、下記の通り、各エリアの施設等の割引特典やプレゼントを用
意しています。ぜひこのきっぷでおでかけください。 

浜松エリア＜静岡県 浜松市＞ 
数々の苦難を乗り越え、直虎が繋いだ名門・井伊家ゆかりの地。井伊家の菩提寺である龍潭
寺をはじめ、逸話の残るスポットが多く集まっています。 

特典① 
(入館割引) 

・大河ドラマ館入場券 (大人 600円→480円) 
・浜松城入場券    (大人 200円→160円) 

特典② 
(利用割引) 

・レンタサイクル料金（大人 500円→250円） 
 (天竜浜名湖鉄道 気賀駅、金指駅、天竜二俣駅） 

特典③ 
(プレゼント) ・オリジナルポストカード(浜松出世の館ご来場の方) 

奥三河エリア＜愛知県 新城市＞ 
直虎が後見人となった虎松（後の井伊直政）は、ここ奥三河の鳳来寺で武芸や教養を身に付
け、後に徳川四天王と呼ばれるまでの大出世を遂げました。 

特典① 
(利用割引) 

・本長篠駅前～鳳来寺間の豊鉄バス運賃(片道 290円→190円) 
※平成 29年 5月 13日利用から 

特典② 
(サービス) 

・鳳来寺山表参道の飲食店でご飲食いただいた際のサービス 
（おかめ茶屋：みそおでん１本、食事処かさすぎ：コーヒー１杯） 

特典③ 
(入館割引) 

・長篠城史跡保存館入館料 (大人 210円→160円) 

・設楽原歴史資料館入館料 (大人 300円→200円) 

南信州エリア＜長野県 高森町＞ 
直虎のいいなずけであった亀之丞（井伊直親）が、今川氏の討手から逃れ、青年時代に育っ
た場所です。地元の領主松岡氏の保護を受け、松源寺で住職から学問を、松岡城では家臣か
ら武術を習ったとされます。 

特典 
(プレゼント) 

オリジナルタオル(高森町歴史民俗資料館｢時の駅｣ご入館の方) 

※有効期間中の「ＪＲ東海＆１６私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」を提示すると、特典を受けることが
できます。 

 ※上記詳細は、後日、当該きっぷに関する案内ページ 
（http://railway.jr-central.co.jp/tickets/noritetsu-tabikippu/）にてご案内します。（特
典内容が変更となる場合がございます。） 
※プレゼントには数に限りがございます。 
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（参考）エリアイメージ 

http://railway.jr-central.co.jp/tickets/noritetsu-tabikippu/


（４）直虎ゆかりの地を巡る「さわやかウォーキング」を開催 
【平成２９年３月２日リリース済】 

・４月～６月開催のさわやかウォーキングにて、「直虎歴史探訪コース」を６コース
設定します。（参加費無料、予約不要、駅からスタート） 

① ４月２日（日）東海道線・焼津駅スタート 

「桜と戦国ロマン～北条・今川・武田・徳川・井伊ゆかりの地を巡る～」  

  ⇒井伊直政の子・井伊直孝の産湯に使われた水を取ったと言われる井戸「井伊直孝産湯の井」
等を巡ります。 

②４月１５日（土）東海道線・掛川駅スタート 

「春爛漫の掛川散策～時代の波に飲まれた井伊直親の足跡をめぐる～」 

  ⇒今川家家臣朝比奈泰朝の居城である掛川城や、井伊直親が殺害されたと伝わる平将門十九
首塚等を巡ります。 

③４月２９日（土・祝）飯田線・元善光寺駅スタート 

「直虎のいいなずけ亀之丞が若き日に過ごした松源寺へ行く」      

  ⇒幼少期の直親（亀之丞）が身を寄せたと伝えられる松源寺や、亀之丞が弓馬の手ほどきを
受けたとされる松岡氏の城址等を巡ります。 

④５月１３日（土）天竜浜名湖鉄道・気賀駅スタート 

「直虎ゆかりの井の国めぐり」 

  ⇒井伊家の菩提寺で井伊氏歴代の墓などがある龍潭寺や、直虎の先祖である井伊氏初代共保
公が平安時代に生まれたと伝わる井伊共保出生の井戸、井伊氏の発祥とともに氏神として
信仰された渭伊神社等を巡ります。 

⑤６月４日（日）東海道線・浜松駅スタート 

「出世の街浜松、直虎と家康公に思いをはせて」 

  ⇒井伊家家臣の中野直由と直虎の伯父である新野左馬助が戦死した東照宮（引間城跡）や、
「井伊の赤備え」を結成した武田家旧臣が血判状を奉納したと伝えられている秋葉神社、
引間城の飯尾氏に仕えていた松下氏の屋敷跡（頭陀寺）等を巡ります。 

⑥６月２４日（土）天竜浜名湖鉄道・気賀駅スタート 

「井伊谷城を目指し、直虎ゆかりの地をめぐる」 

⇒大河ドラマの世界観を楽しむことができる大河ドラマ館や、直虎が「女城主」として政務
を執った丘陵に築かれた城館で、現在は公園として整備され土塁などの遺構が残る井伊谷
城跡、井伊直親の父直満と弟直義の墓がある井殿の塚、井伊直親の墓等を巡ります。 

※上記６コースへご参加の方に先着で「直虎バッジ」をプレゼントします。       （各
コースお一人様 1個限り） 

※バッジの配布数、プレゼント内容については開催日の約 1週間前に 

公開するコースマップでご確認ください。 

 

・過去に開催した「直虎歴史探訪コース」のコースマップやみどころを、さわやかウ
ォーキングホームページでご覧いただけます。（http://walking.jr-central.co.jp） 

・今後も直虎ゆかりの地を巡るウォーキングを企画してまいります。 

ご期待ください！ 
 

直虎バッジ 

※画像はすべてイメージです。 

http://walking.jr-central.co.jp/

	299 01 資）「直虎の足跡を巡る旅キャンペーン」春の展開について
	299 02 別1）「直虎の足跡を巡る旅キャンペーン」春の展開について
	299 03 別2）「直虎の足跡を巡る旅キャンペーン」春の展開について
	299 04 別3）「直虎の足跡を巡る旅キャンペーン」春の展開について

