
平成２９年８月２５日 

愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 

東海旅客鉄道株式会社 

 
「愛知デスティネーションキャンペーン」プレ展開について 

 
平成３０年１０月から１２月にかけて愛知県とＪＲグループが共同で「愛知デスティネー

ションキャンペーン（以下、愛知ＤＣ）」を実施するのに先立ち、今年１０月１日から３か

月間、プレキャンペーンを実施します。 

期間中は、県内各地へのご旅行に便利でおトクな特別プランを各旅行会社から発売するほ

か、愛知県や県内の各事業者と連携して愛知の魅力をＰＲします。 

長い歴史の中で培われた歴史遺産、高度なモノづくり文化やテクノロジー、この地方なら

ではの食文化など、この秋は愛知の旅をお楽しみください。 

１．プレキャンペーン商品・企画 （別紙１） 

（１）見どころ満載の“プレキャンペーン限定”エスコートプラン 

・「名古屋おもてなし武将隊」によるガイドツアーなど、人気の観光施設での特別な 

体験や特典を組み込んだプランを期間限定で発売 

（２）名古屋鉄道×ＪＲ東海 タイアッププラン 

・「博物館明治村」や「犬山城下町」を満喫できるフリープラン型旅行商品を発売 

（３）人気の「Japan Highlights Travel」プラン 

・クーポン付きガイドマップ及び「リニア・鉄道館」入場券が付いたプラン等を発売 

（４）「さわやかウォーキング」連動企画 

・秋の「さわやかウォーキング」で１９のプレキャンペーンコースを設定 

 ２．宣伝・ＰＲ展開 （別紙２） 

（１）ＬＯＶＥあいちサポーターズ・あいち広報大使「ＳＫＥ４８」によるＰＲ 

・プレキャンペーンのＰＲイベントを東京で開催 

・「Japan Highlights Travel」サイト内で、メンバーがおすすめするスポットや 

グルメ情報を紹介 

・メンバーが選出したお土産が抽選でもらえるプレゼントキャンペーンを実施 

（２）ポスター・プロモーション動画展開、観光イベント実施 

・県内の主な交通事業者や観光施設、ＪＲ東海の主な駅や旅行会社等で掲出・放映 

・愛知県と共同で、観光イベントを東京駅で実施 

（３）「Japan Highlights Travel×いいもの探訪×ひととき」による特別冊子制作 

・東海道沿線の良質な情報を掲載している雑誌「ひととき」と「Japan Highlights 

Travel」「いいもの探訪」との共同企画による特別冊子「あすたび」を制作、配布 

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。 



＜プレキャンペーン商品・企画＞ 

（１）見どころ満載の“プレキャンペーン限定”エスコートプラン 

・人気の観光施設で特別な体験や特典が受けられるプランを期間限定で発売します。 

〔ジェイアール東海ツアーズの商品（一例）〕 

■商品概要：ＪＲ東海がお届けする、入会金・年会費無料の５０歳からの旅クラ

ブ“５０+”（フィフティ・プラス）から、貸切バスにて、愛知県の

シンボル「名古屋城」に加え、リニア・鉄道館、トヨタ産業技術記

念館、ノリタケの森、焼き物の町瀬戸など、愛知県のモノづくり文

化を巡る旅をご用意します。 

     （プレキャンペーン限定） 

・「名古屋おもてなし武将隊」が名古屋城を案内するスペシャルガイド

ツアー 

     ・地元ボランティアガイドが焼き物の町瀬戸の洞町・窯垣を特別ルー

トで案内するガイドツアー 

     

■商 品 名：″Made in Japan〝を支える モノ作り大国「愛知」をめぐる 

■設 定 日：平成２９年１０月～１２月（※合計７日間設定） 

■発 売 日：平成２９年 ９月 ７日（木） 

■出発地区：首都圏・静岡地区・関西地区 

■募集人員：各日４０名（最少催行人数２５名） 

■申込期限：出発日の１６日前まで 

 

５０歳からの旅クラブＪＲ東海「５０＋」へのご入会・ツアーの詳細は、ホームペー

ジ（http://jr50plus.jp/）をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

 

 

 
 

 

 

 

※上記の他、下記旅行会社においても旅行商品を発売する予定です。 

 

 

 

別紙１ 

[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・年末年始休業）

 

[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 

※年末年始を除き年中無休 



（２）名古屋鉄道×ＪＲ東海タイアッププラン 

・東海道新幹線と名古屋鉄道線を利用して「博物館明治村」や「犬山城下町」を満

喫できるお得なフリープラン型旅行商品を発売します。 

・名鉄犬山ホテルに宿泊の場合、敷地内の日本庭園「有楽苑」に入場できます。 

〔旅行商品概要〕 

①「博物館明治村」特別商品 

■商品概要：以下のメニューが付いたプランです。 

 ○名鉄電車全線２ＤＡＹフリーきっぷ 

○犬山駅・博物館明治村間のバス２ＤＡＹフリーきっぷ 

○博物館明治村入村券＋村内バス１日券 

○ハイカラ衣装館（記念撮影コース） 

または村内蒸気機関車（片道）＋村内京都市電（一乗車） 

■設 定 日：平成２９年１０月 １日（日）出発分～ 

平成３０年 ３月３１日（土）帰着まで ※一部日程を除く 

■発 売 日：平成２９年 ９月上旬以降、順次 

■設定泊数：１泊・日帰り 

■出発地区：首都圏・関西地区 

 

②「犬山城下町」特別商品 

■商品概要：「犬山城下町きっぷ」として以下のメニューが付いたプランです。 

○名鉄名古屋駅⇔犬山遊園駅の往復乗車券（2日間利用可） 

○犬山城入場券引換券 

○名鉄クーポン（犬山城下町で利用できるグルメやお土産の割引特典） 

■設 定 日：平成２９年１０月 １日（日）出発分～ 

平成３０年 ３月３１日（土）帰着まで ※一部日程を除く 

■発 売 日：平成２９年 ９月上旬以降、順次 

■設定泊数：１泊・日帰り 

■出発地区：首都圏・関西地区 

 

下記旅行会社において発売する予定です。 

※旅行会社によって取り扱う商品が異なります。詳細は、各旅行会社へお問い合わ

せください。 

 
 



 

（３）人気の「Japan Highlights Travel」プラン 

 ・対象プランをご購入の方全員に、現地の名物や特産品と交換できるクーポン付ガ

イドマップ「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」を進呈します。 

 ・ご購入の方で「リニア・鉄道館」ご入館の方に、ＪＲ東海３０周年記念オリジナ

ルシールをプレゼントします。 

 

①クーポン付ガイドマップ「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」 

・「名古屋篇」「安城・岡崎篇」「豊橋・蒲郡篇」の３種類をご用意します。 

・それぞれのエリアの観光情報や観光マップに、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

②ＪＲ東海３０周年記念オリジナルシール 

 ・「リニア・鉄道館」の展示車両をデザインした 

オリジナルシールをプレゼントします。 

（おひとり様につき１枚。３歳未満のお子様など 

 無料でご入館される方は対象外です。） 

 

 

対象施設や利用条件等は「Japan Highlights Travel」ホームページ 

（http://japan-highlightstravel.com/）をご確認ください。 

 

  

【ガイドマップ表紙】 【引き換えられる特産品等（一例）】 

手羽先（名古屋） 

蔵カフェランチ（豊橋） 

北京飯（三河安城） 

焼き大アサリ（蒲郡） 八丁味噌串カツ（岡崎） 

※画像はすべてイメージです。



（４）「さわやかウォーキング」連動企画 

愛知県の魅力をＰＲするプレキャンペーンコースを１９コース設定します。 

 

  「愛知ＤＣ」プレキャンペーンコース 

参 加 特 典 

●愛知県内で開催される下記１９コースで専用参加証明スタンプを

押印します。 

（開催当日に参加カードに押印する場合に限ります。） 

●プレキャンペーンコースを５コース踏破された方に、１２月１０日

開催の大高駅コースのゴール受付にて、先着５，０００名様に「オ

リジナルクリアファイル」プレゼント！ 
 

 

（「さわやかウォーキング」パンフレットより抜粋） 

◎プレキャンペーンコースのほか、様々なコースを設定しています。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並びに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） 

 
 
 

さわやかウォーキング 

マスコットキャラクター 

 あゆむ君 

「愛知デスティネーションキャンペーン」ロゴ



＜宣伝・ＰＲ展開＞ 

（１）ＬＯＶＥあいちサポーターズ・あいち広報大使「ＳＫＥ４８」によるＰＲ 

 「愛知ＤＣ」プレキャンペーンを平成２９年１０月１日から実施するにあたり、ＬＯＶ

Ｅあいちサポーターズ・あいち広報大使の「ＳＫＥ４８」とコラボレーションし、観光Ｐ

Ｒイベントの開催や「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内での特別コンテンツの公

開、抽選でＳＫＥ４８のメンバーが選出した愛知のお土産がもらえるプレゼントキャンペ

ーンを実施します。 

①プレキャンペーンＰＲイベント 

 【日 時】平成２９年１０月３日（火） 

（イベント開催時間）１２：００～１９：００ 

（内、記者発表会） １３：３０～１４：３０ 

【会 場】丸の内オアゾ１Ｆ ○○広場（おおひろば） 

【内 容】ＳＫＥ４８のメンバーが登場して、愛知のおすすめスポットやキャンペーン

内容を紹介します。 

 

②「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内での特別コンテンツの公開 

【公開日】平成２９年１０月３日（火） 

【内 容】ＳＫＥ４８のメンバーがおすすめする愛知県内のスポット、グルメをご紹介 

します。メンバーが「産業観光」、「武将観光」、「グルメ」のテーマに分かれ、

それぞれの楽しみ方を発信します。 

 

③愛知のお土産が４８名に当たる、プレゼントキャンペーン 

【期 間】平成２９年１０月３日（火）～１１月３０日（木） 

【場 所】「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内 

 【内 容】「Japan Highlights Travel」に掲載の特別コンテンツを読んで、Twitter でツ

イートした方から抽選で４８名様に、ＳＫＥ４８のメンバーが選出した愛知

県のお土産詰め合わせＢＯＸが当たります。 

 

（２）ポスター・プロモーション動画展開、観光イベント実施 

①ポスター・プロモーション動画 

愛知県大型観光キャンペーン実施協議会及びＪＲ東海で制作したポスター・動画をＪＲ

東海の主な駅等で掲出・放映します。 

【期 間】平成２９年９月１日（金）以降、順次掲出 

※愛知県大型観光キャンペーン実施協議会が制作したポスターは、愛知県 

内の主な交通事業者や観光施設等でも掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

ＳＫＥ４８ ○C AKS 

※画像はすべてイメージです。

ポスター（愛知県大型観光キャンペーン実施協議会） ポスター（Japan Highlights Travel） 



②観光イベント 

 【日 時】平成２９年９月３０日(土)、１０月１日（日）  

【会 場】東京駅イベントスペース 

【内 容】愛知県内の観光情報、旅行商品、ＳＫＥ４８コラボ企画の紹介など 

 

（３）「Japan Highlights Travel×いいもの探訪×ひととき」による特別冊子制作 

東海道の観光情報をひとまとめにしたＷＥＢサイト「Japan Highlights Travel」、ＪＲ

東海沿線の逸品・名産品のお取り寄せサイト「いいもの探訪」、日本の魅力や和の心を伝

える旅の情報誌「ひととき」との共同企画として特別冊子を制作、配布します。 

 

①特別冊子「あすたび」の制作・配布、「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内に

特別コンテンツ公開 

 （特別冊子「あすたび」） 

【期 間】平成２９年８月２５日（金）以降、順次設置・配布 

【場 所】ＪＲ東海の主な駅 

 （「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内の特別コンテンツ） 

【期 間】平成２９年８月２５日（金）以降、順次 

【内 容】特別冊子「あすたび」の記事掲載に加え、ＷＥＢオリジナル記事を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「Japan Highlights Travel」プラン利用の方限定での現地でのおもてなし 

（愛知） 

「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」をご提示のお客様に、「いいもの探訪」の

対象店舗で、おひとり様（一冊）につき各店舗で一回、特典を受けられます。 

（静岡） 

「ふじのくに満喫ガイドマップ」をご提示のお客様に、「いいもの探訪」の対象店舗で、 

おひとり様（一冊）につき各店舗で一回、特典を受けられます。 

 ※「ふじのくに満喫ガイドマップ」は、「三島篇」「富士・富士宮篇」「静岡市街篇」「掛川篇」「浜松篇」

と「奥浜名湖・舘山寺温泉(直虎)篇」の６種類をご用意しています。 

 

 

 

 

  

特典内容 ※画像はすべてイメージです。

「あすたび」表紙 「あすたび」記事 
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