
２０１８年１月２５日 

静岡県大型観光キャンペーン推進協議会 

東海旅客鉄道株式会社 

 
「静岡デスティネーションキャンペーン」プレ展開について 

 
２０１９年４月から６月にかけて、静岡県とＪＲグループが共同で「静岡デスティネーシ

ョンキャンペーン（以下、静岡ＤＣ）」を実施するのに先立ち、２０１８年４月１日から３

か月間、プレキャンペーンを実施します。 

「アッパレ しずおか元気旅」をキャッチコピーに、静岡を訪れる方にたくさんの元気を

持ち帰ってもらえるよう、グルメ、開運・パワースポット、世界遺産の富士山、豊かな自然、

歴史・文化、アクティビティといった切り口から、静岡の魅力を発信していきます。 

期間中は、県内のイベントに合わせて地元の方々のおもてなしに溢れた観光列車を運行し、

特典を組み合わせた特別プランを旅行会社から発売します。 

この春は、ぜひ静岡の旅をお楽しみください。 

 

１．宣伝・ＰＲ展開 （別紙１） 

（１）元サッカー日本代表・中山雅史さん（Ｊ３アスルクラロ沼津所属） 

   と YouTuber を活用したＰＲ 

・プレキャンペーンのＰＲイベントを東京で開催 

・「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内で、特別コンテンツを 

公開し、県内のおすすめスポットなどを紹介 

（２）ポスター・プロモーション動画展開、観光イベント実施 

・ＪＲ東海の主な駅、旅行会社、県内の主な交通事業者や観光施設等で展開 

・静岡県と共同で、観光イベントを東京駅・名古屋駅で実施 

２．プレキャンペーン特別企画・商品 （別紙２） 

（１）イベントに合わせた観光列車の運行を組み込んだ特別プラン 

・４月１日（日）に、「静岡まつり」号を東京駅と名古屋駅からそれぞれ運行 

・「静岡まつり」号を組み込んだ旅行プランでは、静岡浅間神社大拝殿の特別参拝を

はじめ、「静岡まつり」の大御所花見行列特別観覧席や夜桜乱舞の体験をご用意 

・この他、静岡県内のイベントに合わせた観光列車を４月から６月にかけて運行 

（２）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 

・観光施設などの特別素材を盛り込んだプランを期間限定で発売 

（３）人気の「Japan Highlights Travel」プラン（フリープラン） 

・クーポン付ガイドマップ及び「ふじのくに家康公きっぷ」が付いたプランを発売 

（４）「さわやかウォーキング」連動企画 

・春の「さわやかウォーキング」で静岡プレＤＣ記念コースを１２コース設定 

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。 

中山雅史さん 

 

http://japan-highlightstravel.com/


＜宣伝・ＰＲ展開＞ 

（１）元サッカー日本代表・中山雅史さんと YouTuberを活用したＰＲ  

「静岡ＤＣ」プレキャンペーンを今年４月１日（日）から実施するにあたり、静岡ＤＣ

のキャッチコピーである「アッパレ しずおか元気旅」のイメージにふさわしい静岡県出

身の元サッカー日本代表の中山雅史さん（Ｊ３アスルクラロ沼津所属）などによるプレキ

ャンペーンのＰＲイベントや「Japan Highlights Travel」ＷＥＢサイト内での特別コンテ

ンツをご用意します。 

  

① プレキャンペーンＰＲイベント 

【日 時】２０１８年３月１９日（月）１２：００～１３：００ 

【会 場】六本木ヒルズ 大屋根プラザ 

【内 容】静岡県出身の元サッカー日本代表の中山雅史さん 

（Ｊ３アスルクラロ沼津所属）などが登場して、 

特別コンテンツ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公開 

【予告編公開日】２０１８年３月１９日（月） 

【本編公開 日】２０１８年４月 １日（日） 

【内 容】 元サッカー日本代表の中山雅史さん（Ｊ３アスルクラロ沼津所属）と YouTuber

などが、静岡県内のおすすめスポットなどを紹介。静岡の魅力を発信します。 

 

③ Twitterキャンペーン 

【期 間】２０１８年４月１日（日）～５月３１日（木） 

 【内 容】特別コンテンツを見て Twitter でツイートした方の中から抽選で、静岡旅行

等をプレゼントします。 

 

（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 

静岡県大型観光キャンペーン推進協議会及びＪＲ東海で制作したポスター・動画をＪＲ

東海の主な駅や旅行会社等で掲出・放映します。 

【期 間】２０１８年３月中旬以降、順次掲出・放映 

※静岡県大型観光キャンペーン推進協議会が制作したポスターは、静岡県 

内の主な交通事業者や観光施設等でも掲出します。 

 

②観光イベント 

【日 時】２０１８年４月１日（日） １０：００～１７：００ 

【会 場】東京駅イベントスペース、名古屋駅イベントスペース 

【内 容】静岡県内の観光情報、旅行商品の紹介など 

別紙１ 

中山雅史さん 

    

※画像はすべてイメージです 



＜プレキャンペーン特別企画・商品＞ 

（１）イベントに合わせた観光列車の運行を組み込んだ特別プラン 

①４月１日（日）～静岡プレＤＣ記念～「静岡まつり」号 

○団体臨時列車 快速「プレＤＣ静岡まつり」号 

  運転区間：東京⇔静岡 

  停 車 駅：品川、川崎、横浜、大船、平塚 

  運転時刻：（下り）東京発 ７時３２分⇒静岡着１０時３２分 

       （上り）静岡発１７時４４分⇒東京着２０時２５分 

  車  両：１８５系６両 

  ※旅行商品のみで発売いたします。 

 

 ○臨時急行「静岡まつり」号 

 運転区間：名古屋⇔静岡 

 停 車 駅：金山、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、豊橋、浜松 

 運転時刻：（上り）名古屋発 ７時２３分⇒静岡着 １０時２６分 

      （下り）静岡発 １８時０７分⇒名古屋着２０時５１分 

  車  両：３７３系３両 

 ※旅行商品に加え、きっぷでも発売いたします。 

【Point!】 

・「静岡まつり」号を組み込んだ旅行商品では、静岡浅間神社大拝殿の特別参拝（神

職による案内付き）をはじめ、「静岡まつり」の大御所花見行列特別観覧席や夜桜

乱舞の体験がセットになっています。 

・車内では地元の方によるおもてなしイベントを実施予定です。 

〔ジェイアール東海ツアーズの商品（一例）〕 

■商品概要：上記ポイントに加え、日本平への立ち寄りや新鮮な魚介類が味わ
える「なすび総本店」でのご昼食など、静岡を満喫できる商品をご
用意します。 

■商 品 名：「静岡まつり」号で行く「第６２回静岡まつり」 
■出 発 日：２０１８年４月 １日（日）（出発日限定・日帰りプラン） 
■発 売 日：２０１８年１月２５日（木） 
■出発地区：東京発 ７時３２分発  名古屋発 ７時２３分発 
■募集人員：東京発   ４０名（最少催行人数２５名） 
      名古屋発  ２５名（最少催行人数２５名） 
■申込期限：出発日の１４日前まで 

※東京駅発の「静岡まつり」号を組み込んだ旅行商品は、下記旅行会社で発売予定です。 

 

名古屋駅発の「静岡まつり」号を組み込んだ旅行商品は、下記旅行会社で発売予定です。  

    

別紙２ 

※画像はすべてイメージです 

373系 

185系 

   



②５月１９日（土）～静岡プレＤＣ記念～「トレインフェスタ」号 

 ○団体臨時列車 快速「静岡トレインフェスタ」号 

運転区間：横浜⇔東静岡 

 停 車 駅：戸塚、大船 

 運転時刻：（下り）横浜発  ７時５８分⇒東静岡着１０時２７分 

      （上り）東静岡発１６時０３分⇒横浜着 １８時４５分 

車  両：４８５系６両（華） 

※旅行商品のみで発売いたします。 

 

○臨時急行「トレインフェスタ」号 

 運転区間：熱海⇔静岡（１号・４号）、名古屋⇔東静岡（２号・３号） 

 停 車 駅：（熱海発）三島、沼津、富士、東静岡 

      （名古屋発）金山、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、豊橋、 

浜松、静岡 

 運転時刻：【熱海発着 トレインフェスタ１号・４号】 

（下り）１号 熱海発    ８時３４分 

⇒ 静岡着  ９時５５分（東静岡着 ９時５０分） 

（上り）４号 静岡発   １７時１６分（東静岡発１７時２２分） 

⇒ 熱海着 １８時３４分 

【名古屋発着 トレインフェスタ２号・３号】 

（上り）２号 名古屋発 ７時２３分⇒東静岡着１０時２８分 

（下り）３号 東静岡発１７時４０分⇒名古屋着２０時５１分 

※「グランシップトレインフェスタ」の最寄り駅は、東静岡駅です。 

車  両：３７３系３両 

※旅行商品に加え、きっぷでも発売いたします。 

【Point!】 

・各列車に特別ゲストが乗り込み、車内でガイドを行います。 

※横浜発に南田裕介さん、名古屋発に久野知美さん（浜松駅から乗車）、熱海発

に栗原景さんが乗車予定です。 

・旅行商品には、ＪＲ東海静岡車両区の特別公開も組み込まれる予定です。 

※「トレインフェスタ」号を組み込んだ旅行商品は、後日旅行会社から発売予定です。 

 

373系 

485系（華） 

※画像はすべてイメージです 



〔特別ゲスト〕 

 

○南田 裕介さん 

・ホリプロのマネージャー。筋金入りの鉄道ファンとして知られ、 

ホリプロ社員でありながら、「タモリ倶楽部」や「笑神様は突然に…」 

などテレビ番組に出演したり書籍を出版したりするなど幅広く活躍中。 

・鉄道 BIG4〔中川礼二(中川家)、吉川正洋(ダーリンハニー)、 

岡安章介(ななめ 45°) 、南田裕介〕のメンバーで、鉄道ファンからの 

人気が高い。 

 

○久野 知美さん 

・フリーアナウンサー・女子鉄。ホリプロ所属。鉄道好きが高じて、 

テレビ朝日「テンション上がる会？」「お願い！ランキング」、 

日本テレビ「スクール革命！」、NHK WORLD「Japan Railway Journal」 

ほか鉄道関連企画のテレビやラジオ・イベントに多数出演。 

・東武鉄道「TJライナー」新型特急「Revaty」「70000系」、西武鉄道 

「西武 旅するレストラン 52席の至福」の列車自動アナウンスを担当。 

・海外の鉄道取材経験が豊富な〝海外鉄〟としても知られ、 

東洋経済オンラインや「るるぶ NEWS」などフォトコラム連載を持つ。 

 

 

○栗原 景さん 

・旅と鉄道をテーマとするフォトライター。小学校３年生の頃から一人で 

全国の鉄道を乗り歩き、多くの雑誌や書籍、ＷＥＢに記事と写真を 

寄稿している。 

・主な著書は「写真集・秘境駅」シリーズ、「東海道新幹線の車窓は、 

こんなに面白い！」、「テツ語辞典」ほか。 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 

ホリプロ・マネージャー 

南田裕介さん 

ホリプロ・女子鉄アナウンサー 

久野知美さん 

フォトライター 

栗原景さん 



③４月１４日（土）～静岡プレＤＣ記念～「御殿場桜まつり」号 

○臨時特急「御殿場桜まつり」号 

 運転区間：小田急新宿⇒御殿場 

 停 車 駅：新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野、松田 

  車  両：ロマンスカー・ＭＳＥ（６００００形／６両編成） 

 

 

④６月２日（土）～静岡プレＤＣ記念～「家康公祭り」号 

○臨時急行「家康公祭り」号 

運転区間：熱海⇔浜松、名古屋⇔浜松 

 停 車 駅：（熱海発）三島、沼津、富士、静岡 

      （名古屋発）金山、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、豊橋 

 車  両：３７３系３両 

 

※「御殿場桜まつり」号および「家康公祭り」号の詳細については、決まり次第、別

途プレスリリースにてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 

373系 

MSE（60000形） 



（２）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 

・観光施設などの特別素材を盛り込んだ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、静岡県内

の桜名所や絶景スポット、堂ヶ島の洞くつめぐり、家康公ゆかりの

久能山東照宮・駿府城公園・浜松城など、静岡県の春を満喫できる

旅をご用意します。 

     （プレキャンペーン特別素材） 

・世界遺産の韮山反射炉周辺の桜と反射炉の夜間ライトアップ 

 （※桜の開花状況に応じて実施） 

・はままつフラワーパーク「見に行こう！世界の国の花」企画展 

■商 品 名：春爛漫！魅力がいっぱい 静岡横断３日間の旅 

■出 発 日：２０１８年３月２９日（木）・３１日（土）、 

４月 ３日（火）・ ５日（木）・ ８日（日） 

■発 売 日：２０１８年１月２５日（木） 

■出発地区：首都圏・中部地区・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。 

 

 

 
 
 

 

 

（３）人気の「Japan Highlights Travel」プラン（フリープラン） 

 ・対象プランをご購入の方に、東部・中部・西部、各エリアの観光スポットを巡る

のに便利な、ＪＲや私鉄、バス等（普通車自由席・一般席）がフリー区間内で２

日間乗り放題のお得な「ふじのくに家康公きっぷ」が、ご利用の新幹線駅に合わ

せて付いてきます。 

・対象プランをご購入の方に、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「ふじのくに満喫ガイドマップ」が付いてきます。 

 

[入会問合せ] ＪＲ東海「50+」事務局 

 ・ナビダイヤル：0570-00-8350 

 ・携帯電話・ＩＰ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 

 ・フリーコール：0120-957-550 

 ・ＩＰ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 

http://jr50plus.jp/


① 「ふじのくに家康公きっぷ」 

・静岡県の「東部」「中部」「西部」のエリアごとに３種類。 

   ・各エリアの指定のＪＲ・私鉄・バス等の交通機関の普通車自由席、一般席が 

２日間乗り放題になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② クーポン付ガイドマップ「食べて！見て！ふじのくに満喫ガイドマップ」 

・「三島篇」「富士・富士宮篇」「静岡市街篇」「掛川篇」「浜松・浜名湖篇」の 

５種類をご用意します。「ふじのくに家康公きっぷ」のエリアに応じて、 

お好みのガイドマップがいずれか１冊選べます。 

・それぞれのエリアの観光情報や観光マップと、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 

セットになったガイドマップです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  「Japan Highlights Travel静岡」商品は、下記旅行会社で発売予定です。 

    
 

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）】 

※ガイドマップは、おひとり様につき１冊が付きます。※提供内容は、クーポンの必要枚数が異なります。 

※画像はすべてイメージです 

【ふじのくに家康公きっぷ周遊エリア】 

http://japan-highlightstravel.com/


（４）「さわやかウォーキング」連動企画 

・静岡県の魅力をＰＲする静岡プレＤＣ記念コースを１２コース設定します。 

・６月２日（土）の伊豆箱根鉄道韮山駅スタートコースと、６月１６日（土）の東

海道新幹線熱海駅スタートコースはＪＲ東日本「駅からハイキング」との共同開

催コースです。 

 

◇静岡プレＤＣ記念コース（全１２コース） 

・４月 １日（日）   東海道線   静岡駅スタート 

・４月１４日（土）   東海道線   浜松駅スタート 

・４月３０日（月・振休）東海道線   豊田町駅スタート 

・５月１２日（土）   伊豆箱根鉄道 三島田町駅スタート 

・５月１９日（土）   東海道線   静岡駅スタート 

・５月２０日（日）   東海道線   金谷駅スタート 

・５月２６日（土）   東海道線   磐田駅スタート 

・６月 ２日（土）   東海道線   浜松駅スタート 

・６月 ２日（土）   伊豆箱根鉄道 韮山駅スタート 

・６月 ９日（土）   東海道線   袋井駅スタート 

・６月１０日（日）   東海道線   吉原駅スタート 

・６月１６日（土）   東海道新幹線 熱海駅スタート 

 

※静岡プレＤＣ記念コースの詳細等は、決まり次第、別途プレスリリースにてお知

らせいたします。 

 
 
 

あゆむ君 

※画像はすべてイメージです 

ぽぽちゃん さわちゃん 
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