
 
 

 
 

２０１８年６月６日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

～信州アフターデスティネーションキャンペーン～ 

列車で行く！夏のお出かけ情報について 

 

 ＪＲ東海では、この夏も信州に向けてさまざまな商品を発売します。地元の地域振興局のご協力のも

と、観光列車を利用した商品を発売するほか、北アルプスの自然が美しい上高地や白馬に向けた旅行商

品を発売します。魅力あふれる夏の信州へ、是非お出かけ下さい。 

 

１．旅行商品の発売【別紙】 

（１）観光列車を利用した旅行商品 

「特別列車に乗車！癒しと絶景の信州旅」 

① 「飯田線リレー号」コース（長野県上伊那地域振興局協力） 

  ７月２８日（土）、８月２５日（土）に辰野駅～駒ケ根駅間を 

運行する、地元の皆様のおもてなしが溢れる観光列車 

「飯田線リレー号」にご乗車いただき、ご当地グルメ 

「信州伊那谷ガレット」や地元高校生のジオガイドを 

お楽しみいただける旅行商品です。 

② 「諏訪しなの号」コース（長野県諏訪地域振興局協力） 

９月８日（土）に名古屋から小淵沢まで運行する 

「諏訪しなの号」を利用して、清涼感溢れる小海線（八ヶ岳高原線）、 

霧ヶ峰高原、ビーナスライン観光と上諏訪温泉の宿泊をお楽しみ 

いただける旅行商品です。 

 

（２）上高地と奥飛騨温泉郷を満喫する旅行商品 

（アルピコ交通株式会社・濃飛乗合自動車株式会社協力） 

北アルプス観光の王道「上高地」は、実は魅力豊かな秘湯「奥飛 

騨温泉郷」からすぐ。「ワイドビューひだ」と「ワイドビューし 

なの」、上高地・奥飛騨地区のバスを利用して、その両方を楽し 

める欲ばりな旅行商品を用意しました。 

 

（３）白馬を満喫する旅行商品（白馬村・小谷村・大町市協力） 

  北アルプスのパノラマが美しい白馬地区への旅行商品を 

ご用意しました。北アルプスに抱かれた白馬八方尾根、 

白馬岩岳、栂池高原など、白馬・小谷・大町の自然美を 

満喫できる旅行商品です。 

 

２．お得なきっぷ・宣伝展開・おもてなし（※）【参考】 

旅行商品の他にも、お得なきっぷの発売や 

宣伝展開、観光列車のおもてなしなど、 

様々な取り組みを実施します。 

 

  

 

 

 

（※）5/18（金）プレスリリース再掲 

旅行商品パンフレット 
（表紙） 

白馬（イメージ） 

上高地（イメージ） 

昨年のおもてなしの様子 

Shupoパンフレット 

※画像・イラストは全てイメージです。 



 
 

 
 

【別紙】 

１． 旅行商品の発売 

（１）観光列車を利用した旅行商品 

 上伊那地域振興局及び諏訪地域振興局とのタイアップにより、信州アフターデスティネーション

キャンペーンで運行する観光列車にご乗車いただける旅行商品を発売します。 

① 快速「飯田線リレー号」利用商品 

 

② 特急「諏訪しなの号」利用商品 

 

※上記旅行商品における最少催行人数等の旅行条件については、ジェイアール東海ツアーズのパン

フレットにてご確認ください。 

旅行会社 ジェイアール東海ツアーズ 

商品名 特別列車に乗車！癒しと絶景の信州旅 

「飯田線リレー号」に乗車！癒しを満喫するコース 

設定日 ２０１８年７月２８日（土）、８月２５日（土） 

出発地区 名古屋地区  

旅行代金 
(名古屋駅発着) 

おとなおひとり様：１２，５００円 

こどもおひとり様： ９，５００円 

 

 

おすすめ 
ポイント 

●途中駅周辺では、信州伊那谷産のそば粉を使用したご

当地グルメ「信州伊那谷ガレット」をお楽しみいただ

けます。 

●「飯田線リレー号」では、地元の高校生を中心とした

観光アテンダントによる観光案内が実施されます。 

●「飯田線リレー号」運転中には、中央アルプスの眺望

が美しい「大田切川橋梁」で徐行運転を行います。 

●地元の高校生による秋葉街道ジオガイドがあります。 

旅行会社 ジェイアール東海ツアーズ 

商品名 特別列車に乗車！癒しと絶景の信州旅 

「諏訪しなの号」に乗車！信州の絶景を愛でるコース 

設定日 ２０１８年９月８日（土）出発 

出発地区 名古屋地区 

旅行代金 

(名古屋駅発着) 

おとなおひとり様：３８，８００円～５１，８００円 

こどもおひとり様：３１，８００円～３６，８００円 

 

おすすめ 

ポイント 
●名古屋から小淵沢までダイレクトアクセスで便利な

観光列車「諏訪しなの号」にご乗車いただけます。 

●ＪＲ鉄道最高地点を走る小海線（八ヶ岳高原列車）の

野辺山から小淵沢までご乗車いただけます。 

●清涼感が溢れる霧ヶ峰高原やビーナスラインのほか、

上諏訪温泉をお楽しみいただけます。 

 
旅行商品 

パンフレット 
（中面） 

※画像・イラストは全てイメージです。 

旅行商品 
パンフレット
（中面） 



 
 

 
 

（２）上高地と奥飛騨温泉郷を満喫する旅行商品 

 アルピコ交通株式会社及び濃飛乗合自動車とのタイアップにより、特急「ワイドビューしなの」

で松本から、特急「ワイドビューひだ」で高山から、選べるルートで「上高地」と「奥飛騨温泉

郷」をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記旅行商品における最少催行人数等の旅行条件については、ジェイアール東海ツアーズのパフ

レットにてご確認ください。 

旅行会社 ジェイアール東海ツアーズ 

商品名 ＪＲで行く上高地 

設定日 ２０１８年５月７日（月）出発～１１月１４日（水）出発 

出発地区 名古屋地区、静岡地区、関西地区  

旅行代金 

(名古屋駅発着) 

おとなおひとり様：２１，０００円～４６，４００円 

こどもおひとり様：１２，６００円～２８，４００円 

 

おすすめ 

ポイント 

●北アルプス観光の王道「上高地」と秘湯「奥飛騨温

泉郷」の両方をお楽しみいただくことができます。 

●上高地・奥飛騨温泉郷へのルートは松本ｉｎ・高山

ｏｕｔ（往路ワイドビューしなの、復路ワイドビュ

ーひだ利用）、高山ｉｎ・松本ｏｕｔ（往路ワイド

ビューひだ、復路ワイドビューしなの利用）からお

選びいただけます。 

 ※なお、高山ｉｎ・高山ｏｕｔ（往復ワイドビューひだ利用）

もございます。 旅行商品 
パンフレット 
（表紙） 

※画像・イラストは全てイメージです。 



 
 

 
 

（３）白馬を満喫する旅行商品 

 白馬村、小谷村、大町市とのタイアップにより、北アルプス山麓の大自然を満喫できる旅行商品

を発売します。夏季には名古屋から白馬へ、臨時特急「ワイドビューしなの号」を運行するため、

白馬地区へのアクセスがますます便利になります。 

 

※上記旅行商品における最少催行人数等の旅行条件については、ジェイアール東海ツアーズのパン

フレットにてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行会社 ジェイアール東海ツアーズ 

商品名 白馬・小谷・大町 

設定日 ２０１８年６月３０日（土）出発～１０月２７日（土）出発 

出発地区 名古屋地区、静岡地区、関西地区 

旅行代金 

(名古屋駅発着) 

おとなおひとり様：１８，４００円～４７，８００円 

こどもおひとり様：１１，９００円～３０，７００円 

 

おすすめ 

ポイント 

●名古屋から白馬へ直通する臨時特急「ワイドビュー

しなの号」にもご乗車いただけます。 

●北アルプス山麓白馬地区の大自然を満喫する 

「うれしいポイント」付き。 

 

 

 

 

 

 

 

 
旅行商品 

パンフレット 
（表紙） 

※画像・イラストは全てイメージです。 



 
 

 
 

【参考】 

１．お得なきっぷ 

 信州へのお出かけには「信濃路フリーきっぷ」「木曽路フリーきっぷ」が便利です。 

 
 

◯信濃路フリーきっぷ 

き っ ぷ の 

概 要 

このきっぷの各出発駅からＪＲ線フリー区間内（塩尻～長野・松本～南小谷間）までは特急
列車普通車指定席（片道あたり 1列車限り）と快速・普通列車普通車自由席を往復ご利用に
なれます。ＪＲ線フリー区間内は特急・快速・普通列車普通車自由席が乗り降り自由です。
さらに、白馬・長野・松本地区等の主な観光地までのアルピコ交通株式会社のバスが乗り降
り自由な「バスフリー乗車券」引換券がセットになっています。 

お ね だ ん 

名古屋（市内）発  おひとり様 13,370 円（おとな・こども同額） 
※3日間有効です。※他の駅発の設定もございます。※1人用のみとなります。 
※おねだんは出発駅によって異なります。 

ご 利 用 期 間 
2019年 3月 31日まで 
※2018年 8月 11日～20日、12月 28日～2019年 1月 6 日の間はご利用になれません。 

発 売 期 間 2019年 3月 29日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○木曽路フリーきっぷ 

き っ ぷ の 

概 要 

このきっぷの各出発駅からＪＲ線フリー区間内（中津川～洗馬間）までは特急列車普通車
指定席（片道あたり 1 列車限り）と快速・普通列車普通車自由席を往復ご利用になれます。
ＪＲ線フリー区間内は特急・快速・普通列車普通車自由席が乗り降り自由です。さらに、「木
曽路エンジョイチケット」（「木曽路バス・タクシー・駅レンタカー券（4,000 円分）（※注 1）」
＋「木曽路お買い物券（2,000円分）（※注 2）」+「15の指定観光施設入場券」）引換券がセ
ットになっています。 
※注 1 複数人用の場合でも、ご利用人数に関わらずグループあたり 4,000円分となります。 
※注 2 複数人用の場合でも、ご利用人数に関わらずグループあたり 2,000円分となります。 

お ね だ ん 

名古屋（市内）発  おひとり様 9,320円（おとな・こども同額） 
※3日間有効です。※他の駅発の設定もございます。 
※1～4 人用がございます。2～4 人用はグループ全員が同一行動（改札の入出場含む）でご
利用になる場合に限り発売します。※おねだんは出発駅、人数によって異なります。 

ご 利 用 ・ 

発 売 期 間 

通年 
※4月 27 日～5 月 6日、8月 11 日～20 日、12月 28日～翌年の 1月 6日の間は 

ご利用になれません。 
 
 

◎その他、きっぷのご利用にあたっての条件等については、ＪＲ東海のホームページをご覧ください。 

信濃路フリーきっぷ     http://railway.jr-central.co.jp/tickets/shinanoji-free/ 

木曽路フリーきっぷ     http://railway.jr-central.co.jp/tickets/kisoji/ 

※画像・イラストは全てイメージです。 

http://railway.jr-central.co.jp/tickets/shinanoji-free
http://railway.jr-central.co.jp/tickets/kisoji/


 
 

 
 

２．宣伝展開 

（１） 夏のＳｈｕｐｏ[シュポ]パンフレットについて 

 今夏のキャンペーンは「信州夏あるき」をテーマとして、 

上伊那、南信州、木曽、白馬等を中心とした信州の魅力を 

発信するパンフレットを名古屋地区、東京地区、静岡地区、 

大阪地区のＪＲ東海の主な駅（一部を除く）で配布します。 

 

（２） 夏のＳｈｕｐｏ[シュポ]ホームページについて 

 夏のＳｈｕｐｏ[シュポ]ホームページでは、 

魅力的な信州の観光地等の情報を提供します。  

（5 月 18日以降、順次公開予定）  

 

（３） 地元タイアップポスターの掲出について 

 地元の皆様と連携して制作したタイアップポスターを名古屋地区、東京地区、静岡地区、大阪地区の

ＪＲ東海の主な駅（一部駅を除く）及び名古屋地区、静岡地区の在来線列車内に掲出します。 

◎駅ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎列車内ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【白馬村・小谷村・大町市】 【阿智村】 

【駅配布パンフレット】 

※画像・イラストは全てイメージです。 

 

【ホームページ】 

【伊那市】 

【白馬村①】 【白馬村②】 【白馬村③】 【小谷村】 【大町市】 【阿智村】 

【飯田市】 【伊那市】 【木曽観光連盟・木曽町・大桑村】 【木曽町・上松町】 【木曽町】 



 
 

 
 

 

（４）長野県タイアップＣＭの放映について 

 長野県とタイアップして、信州の魅力をＰＲするＣＭを放映します。 

名古屋地区、静岡地区、大阪地区の当社の提供番組等で放映するほか、 

名古屋駅、東京駅、京都駅、新大阪駅のデジタルサイネージでも放映します。 

（5 月 21日以降、順次放映予定） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）木曽の特産品プレゼントキャンペーン（木曽観光宣伝協議会事業） 

 木曽方面への対象旅行商品を購入されたお客様に木曽のグルメセットや  

お酒セットが抽選で１００名様に当たるキャンペーンを実施します。  

 対象の旅行会社：ＪＲ東海ツアーズ、阪急交通社、ＪＴＢ、クラブツーリズム 

 キャンペーン実施期間：２０１８年７月１日（日）～９月３０日（日） 

 ※詳細は木曽観光宣伝協議会が発行する専用チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋駅デジタルサイネージ 

岩岳ゆり園（白馬村） 栂池自然園（小谷村） ヘブンスそのはら（阿智村） 分杭峠（伊那市） 

千畳敷カール（駒ケ根市・宮田村） 御嶽山（木曽町） 阿寺渓谷（大桑村） 赤沢森林鉄道（上松町） 

御岳湖（王滝村） 上高地（松本市） 

※画像・イラストは全てイメージです。 

 

チラシ 



 
 

 
 

３．観光ＰＲイベントの実施 

 信州の皆様とタイアップして、名古屋駅及び大阪駅で信州の魅力を訴求するイベントを実施します。

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」や信州観光宣伝部長「こてつ」によるトークショーのほか、現役

乗務員及び駅員が地元の皆様と一緒に信州の観光ＰＲを行います。 

（２）信州ＤＣ 伊那路木曽路観光展 

開催日時 ６月１５日(金)、１６日(土)１１時～１８時 

開催場所 名古屋駅中央コンコース  

概  要 

・伊那路木曽路のご当地ゆるキャラの登場 

・クイズラリーの実施 

・地元観光案内人による観光地の紹介や観光パンフレット配布 

・現役乗務員や駅員による沿線観光ＰＲ 

・中央線及び飯田線沿線の観光写真展 

 

（３）北アルプス白馬山麓旅行展 

開催日時 ７月４日(水)、５日(木)１１時～１８時 

開催場所 名古屋駅中央コンコース 

概  要 

・白馬３市村ご当地ゆるキャラの登場 

・クイズラリーの実施 

・地元観光案内人による観光地の紹介や観光パンフレット配布 

 

（４）信州ＤＣ 観光キャラバン（大阪） 

開催日時 ７月６日(金)、７日(土)１１時～１８時 

開催場所 大阪駅 ディアモール大阪 ディーズスクエア 

概  要 

・長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」の登場 

・信州観光宣伝部長「こてつ」トークショー（６日のみ） 

・クイズラリーの実施 

・地元観光案内人による観光地の紹介や観光パンフレット配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※画像・イラストは全てイメージです。 

※イベントの内容は変更となる場合があります。 

 

 

昨年のイベントの様子 昨年のイベントの様子 昨年のイベントの様子 



 
 

 
 

４．地元の皆様と連携した観光列車のおもてなしについて 

  長野県の４つのチャレンジ「おもてなし県民運動」と連動して、地元の皆様及び当社の社員が一体

となって、信州へお越しになる皆様をお出迎えします。 

（１）快速 木曽路満喫号（上り列車のみ※長野⇒中津川） 

① 木曽福島駅（途中停車駅） 

・木曽地区のご当地ゆるキャラ、木曽地区の地元の皆様、 

及び当社社員が皆様をお出迎えします。 

② 列車内（塩尻→中津川間） 

・乗務員が手作り写真撮影ボードを作成します。 

・景勝地「寝覚の床（上松～倉本間）」で徐行運転を実施します。 

③ 中津川駅（終着駅） 

・中津川市の地元の皆様及び当社社員が皆様をお出迎えします。 

（２）特急 木曽あずさ号（下り列車のみ※新宿⇒南木曽） 

① 木曽福島駅（途中停車駅） 

・木曽地区のご当地ゆるキャラ、木曽地区の地元の皆様、 

及び当社社員がお出迎えします。 

② 列車内（塩尻→南木曽間） 

・乗務員が手作り写真撮影ボードを作成します。 

③ 南木曽駅（終着駅） 

・和太鼓ＣＬＵＢ「和樂」による和太鼓演奏のほか、 

地元の皆様が地元特産品等の販売を行います。 

・木曽地区のご当地ゆるキャラ、木曽地区の地元の皆様、 

及び当社社員がお出迎えします。 

（３）快速 飯田線リレー号（上り列車のみ※辰野⇒駒ヶ根） 

①伊那市駅（途中停車駅） 

・伊那市立伊那中学校２年生の皆様が中心となった地元の皆様、 

及び当社社員がお出迎えを行います。 

② 列車内 

・途中通過する伊那松島駅では当社社員が、沢渡駅では私立伊那西 

高校の皆様がお出迎えします。 

・上伊那地区の高校生等が務める観光アテンダントが、当社社員と 

ともに、手作りの観光案内等を実施します。 

③ 駒ケ根駅（終着駅） 

・駒ケ根市の皆様及び当社社員がお出迎えします。 

・アルプスの美しい眺望をご覧いただくため、「大田切川橋梁」で 

徐行運転を実施します。 

（４）特急 諏訪しなの号（下り列車のみ※名古屋⇒小淵沢） 

① 上諏訪駅（途中停車駅） 

・ＪＲ東日本「駅からハイキング」と当社「さわやか 

ウォーキング」の共同開催コースを設定します。 

②列車内（名古屋⇔塩尻間） 

・乗務員が手作り記念乗車証をプレゼントします。 

 

昨年の和太鼓演奏の様子（南木曽駅） 

 

大田切川橋梁付近のイメージ 

昨年の手作り記念乗車証配布の様子 

※画像・イラストは全てイメージです。 

※おもてなしの内容は変更となる場合があります。 

 

 

昨年のお出迎えの様子（木曽福島駅） 

 

昨年の観光アテンダントと乗務員 

※乗車証明書は下り列車、上り列車とも配布します。 

※お一人様１枚とさせて頂きます。 



 
 

 
 

（５）快速 伊那ツインアルプス号（下り列車のみ※名古屋⇒伊那市） 

① 伊那市駅（終着駅） 

・ＪＲ東日本「駅からハイキング」と当社「さわやか 

ウォーキング」の共同開催コースを設定します。 

・伊那市のご当地ゆるキャラ、上伊那地区の地元の皆様、 

及び当社社員がお出迎えします。 

（６）急行 飯田線秘境駅号（下り列車・上り列車共通※豊橋⇔飯田） 

① 平岡駅（途中停車駅） 

・南信州地区のご当地ゆるキャラ、南信州地区の地元の皆様、 

及び当社社員がお出迎えします。 

・地元の皆様が地元特産品等の販売を行います。 

・南信州名物シードルの試飲を予定しております。 

② 列車内 

・乗務員による観光案内を実施します。 

【参考】観光列車マップ 

 

昨年のゆるキャラお出迎え（伊那市駅） 

昨年のお出迎えの様子（平岡駅） 

※画像・イラストは全てイメージです。 

※おもてなしの内容は変更となる場合があります。 

 

 


