
２０１８年１０月２３日 

東海旅客鉄道株式会社 
 

列車で行く！ 冬のお出かけ情報について 
 

「平成３０年７月豪雨」からの復興を支援するため、ＪＲ東海では、今夏より「飛騨路応援キャ

ンペーン」を展開してきましたが、引き続き、同エリアへのご旅行をご提案する冬の「Shupo［シュポ］」

キャンペーンを実施します。冬の飛騨路の魅力は何と言っても「雪景色」「グルメ」「温泉」。それら

に加えて「ぬくもり」が味わえる観光列車と宿泊がセットになった旅行商品等をご用意します。魅

力あふれる冬の飛騨路へ、急行「ぬくもり飛驒路号」等でぜひお出かけ下さい。 

１. キャンペーンエリア 

 飛騨路（高山市、下呂市、飛騨市、白川村） 

２. 急行「ぬくもり飛驒路号」運転【別紙１】 

観光列車、急行「ぬくもり飛驒路号」をこの冬も運転します。 
絶景、飛騨グルメに加えて、おもてなしの温かさによる「ぬくもり」をご堪能ください。 
 
 

(1)急行「ぬくもり飛驒路号」の特徴 

・道中の絶景である雪景色を徐行運転(※) でご案内 

・景勝地での車内放送 

・車内、駅での地元の皆様と当社乗務員等によるおもてなし 

・飛騨グルメを気軽にお楽しみいただける車内販売 

・岐阜県内の酒蔵や酒屋巡りに便利な「ぎふ呑んべぇパス 

ポート」の配布 

※当日の運行状況等により、徐行運転できない場合があります。 

(2)運転日 

1月 12 日（土）、19日（土）、26日（土） 

(3)運転区間等 

名古屋駅→高山駅（全車指定席）※下り列車のみ 

３. おすすめ旅行商品・おトクなきっぷ【別紙２】 

(1) 観光列車を利用した旅行商品 

(2) 冬の飛騨路を満喫できる旅行商品 

  ※「飛騨の特産品プレゼントキャンペーン」(抽選)を実施します。 

(3) 冬のお出かけに便利でおトクなフリーきっぷ 

 

４. 観光情報の発信【別紙３】 

冬の飛騨路の魅力をさまざまな媒体を使って発信します。 

(1) 観光情報誌「Shupo［シュポ］」、自治体タイアップポスター、 

観光列車ポスター 

(2)「Shupo［シュポ］」WEBサイト 

(3) 駅デジタルサイネージ広告・テレビＣＭ等 

(4) 岐阜県とタイアップした広告宣伝（観光情報誌・イベント） 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

観光情報誌 

「Shupo[シュポ]」 

冬のツアー商品 

パンフレット 

急行「ぬくもり飛驒路号」 



【別紙１】急行「ぬくもり飛驒路号」運転 

昨年 5月の初めての運行からご好評いただいている、急行「ぬくもり飛驒路号」を今冬も運転

します。なお、急行「ぬくもり飛驒路号」がセットになった旅行商品もございますので、冬のご

旅行にご利用ください。 

１．急行「ぬくもり飛驒路号」の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

２．運転日、運転区間等 

◇運 転 日： 2019年 1月 12日(土)、19日(土)、26日(土)  

◇運 転 区 間：名古屋駅 → 高山駅 ※下り列車のみ 

◇編 成：キハ 85系(4 両) ※一部グリーン席 

◇料 金：全車指定席の急行列車です。ご利用には乗車券の他に急行券・指定席券が

必要です。※急行「ぬくもり飛驒路号」を運転できない場合、当該列車の急行

券・指定席券を無手数料で払い戻します。 

◇発 売：急行券・指定席券は乗車日の１ヵ月前の午前１０時から全国のＪＲの主な

駅で発売します。 

◇停車駅・時刻： 

 

 

３．ぎふ呑んべぇパスポート（岐阜県観光企画課 発行） 

「ぎふ呑んべぇパスポート」とは、提示するだけで岐阜県内の対象施設で 

おもてなしを受けられるパスポートです。 

◇おもてなし期間：2018年 12月 1日（土）～2019年 3月 31日（日） 

◇おもてなし内容：上記期間内に、対象施設でパスポートを提示することで 

様々なおもてなしを受けられます。列車が停車する高山 

や下呂など、岐阜県内の２９の酒蔵及び酒屋６店で試飲 

サービス等のおもてなしがご用意されています。 

 

名古屋 岐阜 美濃太田 飛驒金山 下呂 高山 

8:56発 9:24着 

9:27発 

9:57着 

10:00発 

10:35着 

10:36発 

11:00着 

11:15発 

11:57着 

ヘッドマーク 

パスポート 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

＜下呂駅(途中駅)でのおもてなし＞ ＜車内販売で飛騨グルメ＞ 

＜車内でのおもてなし＞ 

途中駅の下呂駅では、特産品販売や地元の

皆様によるおもてなしがございます。 

車内では、飛騨牛まんや地ビール・地酒な

どの特産品の販売を行います。 

途中の景勝地（飛水峡と中山七里）では、観光を目的

とした車内放送・徐行運転を行うほか、当社乗務員に

よるおもてなしがございます。 

終着駅の高山駅でも、地元の皆様や当社社

員によるおもてなしがございます。 

※当日の運行状況等により、車内放送・徐行運転ができない場合があります。 

＜高山駅（終着駅）でのおもてなし＞ 

 



【別紙２】おすすめ旅行商品・おトクなきっぷ 

１．観光列車を利用した旅行商品 

ご好評いただいている急行「ぬくもり飛驒路号」をご利用いただける 

旅行商品を、ＪＲ東海ツアーズ等の旅行会社で発売します。 

○急行「ぬくもり飛驒路号」利用旅行商品（一例） 

急行「ぬくもり飛驒路号」（往路）、特急「ワイドビューひだ号」 

（復路）に乗車し、高山市内をゆったりお楽しみいただける 

人気の日帰り旅行商品です。 

◇商 品 名：「ぬくもり飛驒路号で行く 1day 高山」 

◇設 定 日：2019年 1月 12日(土)･19 日(土)･26日(土) 

◇旅行代金：おとな 5,800円(こども 3,800円) ※名古屋駅発着 

◇特 徴：・急行「ぬくもり飛驒路号」へのご乗車 

・高山駅において乗車券類を記念パウチ 

・駅前のお土産店での「500 円(税込)分のお買物券」をプレゼント 

※上記旅行商品における旅行条件等の詳細については、ＪＲ東海ツアーズのパンフレットま

たはホームページ（ http://www.jrtours.co.jp ）にてご確認ください。 

２．冬の飛騨路を満喫できる旅行商品  

往復の特急列車と宿泊がセットになったおトクな旅行商品を各旅行会社にて多数ご用意して

います。 

○おトクな旅行商品（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

≪飛騨路を応援！！「飛騨の特産品プレゼントキャンペーン」を実施≫ 

◇対 象 商 品：ＪＲ東海ツアーズ・ＪＴＢ・日本旅行が発売する、 

ＪＲを利用した飛騨地域への旅行商品 

※2018年 12月 1日(土)から 2019年 2月 28日(木)の 

間に出発する商品に限る。 

◇応 募 期 間：2018年 11月 1日(木)から 2019年 2月 28日(木) 

◇応 募 方 法：送付または交付する応募ハガキにて申込み 

◇当 選 者 数：合計 200名 

◇プレゼント：A 賞 飛騨牛(300g×2[しゃぶしゃぶ・すき焼き用]) 50 名 

         B賞 飛騨の銘酒セット(720ml×3 種類) 150名 

 ※写真・イラストは、すべてイメージです。 

ＪＲ東海ツアーズ 

パンフレット 

ＪＴＢ 日本旅行 

パンフレット 

http://www.jrtours.co.jp/


≪参考：旅行商品にて観光できるスポット（一例）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名古屋

岐

阜

高山

下呂

奥飛騨温泉郷
飛騨古川白川郷

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

白川郷：合掌造り 

飛騨古川：三寺まいり 飛騨古川：瀬戸川と白壁土蔵街 

奥飛騨：新穂高ロープウェイ 

奥飛騨：奥飛騨冬物語 

高山：古い町並 

高山：朝市 

下呂：温泉街 下呂：下呂温泉花火物語 

飛驒古川  



３．冬のお出かけに便利でおトクなフリーきっぷ 

冬のご旅行には飛騨エリアまでの往復の特急列車と白川郷などの主な観光地までのバスがセ
ットになった「飛騨路フリーきっぷ」、世界遺産の白川郷・五箇山合掌造りをはじめとする飛
騨・北陸エリアの見どころを列車とバスで周遊できる「世界遺産 白川郷・五箇山フリーきっ
ぷ」がおすすめです。 

◇商品名：「飛騨路フリーきっぷ（レール＆バスコース）」 
◇概 要：・このきっぷの出発駅からＪＲ線フリー区間(飛驒金山～飛驒古川間)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
復ご利用可能 

・ＪＲ線フリー区間内は特急・快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由 
・白川郷線バス往復乗車券(※)、または高山＆新穂高フリー乗車券(高山濃飛バス
センター～新穂高ロープウェイのバスが乗り降り自由)のどちらか 1つを選べる
「濃飛バス引換券」がセット 
※高山濃飛バスセンター～白川郷[荻町]の往復乗車券［北陸鉄道を含む予約制バスは除

く］ 
※出発駅～ＪＲ線フリー区間の往路には、特急列車のかわりに急行「ぬくもり飛驒路

号」をご利用になることもできます。 
◇おねだん：名古屋(市内)発 1人用 12,140円(おとな・こども同額) 

※1～4人用がございます。 ※他駅発の設定もございます。 
※「レール＆タクシーコース」もございます。 
※おねだんは人数、出発駅、コースによって異なります。  

◇発売・ご利用期間：通年発売・3日間有効 
※4月 27 日～5 月 6日、8月 11 日～20 日、12月 28日～ 
翌年 1月 6日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。 

 ( http://railway.jr-central.co.jp/tickets/hida/ ) 

白川郷 高山 下呂 

 

冬の「Shupo[ｼｭﾎﾟ]」キャンペーン 

期間限定うれしいポイント！ 
キャンペーン期間中(※)、「飛騨路フリーきっぷ」をご利用の
お客様に、以下のうれしいポイントが付きます！ 
・「下呂温泉合掌村」入場料が割引に！【大人通常 800 円→

300円、小人(小･中学生)通常 400円→100円】 
・下呂駅前の下呂市総合観光案内所にて「ちょっぴりプレゼン

ト」をお渡し！ 
※2018年 12月 1日～2019年 3月 31日(2018年 12月 28 日
～2019年 1月 6 日を除く) 

 

飛騨路フリーきっぷ 

「レール＆バスコース」で行く 

おすすめモデルコース 

１人用 １２，１４０円 
２人用 １８，３１０円（１人 約９，１６０円） 
３人用 ２４，４８０円（１人 約８，１６０円） 
４人用 ３０，６５０円（１人 約７，６６０円） 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

http://railway.jr-central.co.jp/tickets/hida/


◇商品名：「世界遺産 白川郷・五箇山フリーきっぷ（ひだ往復コース）」 
◇概 要：・このきっぷの出発駅からフリー区間までは特急「ワイドビューひだ号」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可能 
・フリー区間内はＪＲ線の北陸新幹線普通車自由席(金沢～富山間)、在来線(高山
本線高山～富山間、氷見線高岡～氷見間、城端線高岡～城端間)の特急・快速・
普通列車普通車自由席及びあいの風とやま鉄道(高岡～富山間)、富山ライトレー
ル(富山駅北～岩瀬浜間)、万葉線(高岡～越ノ潟間)、加越能バス「世界遺産バ
ス」(白川郷[荻町])～高岡駅前間)・「高岡市内線」(新高岡駅～金屋間)、濃飛
バス(高山濃飛バスセンター～白川郷[荻町]間[北陸鉄道を含む予約制バスは除
く])が乗り降り自由 
※フリー区間以外は、下呂駅に限り途中下車できます。 

※名古屋～フリー区間の往路で、特急列車の代わりに急行「ぬくもり飛驒路号」もご利

用になれます。 

◇おねだん：名古屋(市内)発 おひとり様 

14,500円(こども半額) 

※同額で「ひだ＆しらさぎコース」 

「しらさぎ＆ひだコース」もございます。 

◇発売・ご利用期間：通年発売・3日間有効 
※4月 27 日～5 月 6日、8月 11 日～20 日、 

12月 28日～翌年 1月 6日はご利用に 

なれません。 

 ※2018年 10月現在、高山本線（坂上～猪谷間）が運転を見合わせている影響に伴い、発売を中止 して

います。11月下旬の全線運転再開に合わせて、発売を再開する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※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。( http://railway.jr-central.co.jp/tickets/sekaiisan2/ ) 
 

 世界遺産 
白川郷･五箇山フリーきっぷ 
「ひだ往復コース」で行く、 

おすすめモデルコース 

富山：五箇山 

富山：海王丸パーク 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

※2018年 10月現在、特急「ワイド

ビューひだ号」は飛驒古川～富山間

で運休しています。運転再開は 11月

下旬を見込んでおります。 

※ 

http://railway.jr-central.co.jp/tickets/sekaiisan2/


【別紙３】観光情報の発信 

１．観光情報誌「Shupo［シュポ］」、自治体タイアップポスター、観光列車ポスター 

冬の魅力あふれる列車の旅が楽しめるツアー商品等を掲載したパンフレットやポスターを、

ＪＲ東海の主な駅及び列車内（名古屋地区の主な線区）で掲出します。 

○観光情報誌「Shupo［シュポ］」 

 

 

○自治体タイアップポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光列車ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山 奥飛騨 下呂温泉 飛騨古川 白川郷 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

表紙 中面 



２．「Shupo［シュポ］」ＷＥＢサイト 

冬のおすすめの観光地やお得な旅行商品などを紹介した「Shupo［シュポ］」ＷＥＢサイト

（ http://shupo.jr-central.co.jp/ ）を公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．駅デジタルサイネージ広告・テレビＣＭ等 

飛騨観光宣伝協議会で制作した冬の飛騨路の魅力をＰＲするＣＭを当社名古屋駅のデジタルサ

イネージや当社提供番組等で放映します。  

※2018 年 10月下旬より順次公開予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．岐阜県とタイアップした広告宣伝 

岐阜県とタイアップして、岐阜県が制作した冬の飛騨路の魅力を発信する観光情報誌の JR主要

駅での掲出や、大阪での観光イベントを実施します。なお、観光イベントでは、クイズ等の参加

型のイベントや観光パンフレット配布等を通して、冬の飛騨路の見どころをお伝えします。 

① 観光情報誌 

冬の飛騨地域を特集した「岐阜っぽ（冬）」(岐阜県発行の観光 

情報誌)等を JR東海の主要駅等に掲出 

 

② イベント 

[岐阜県共催] 岐阜県観光展・Shupo［シュポ］キャンペーンイベント 

◇開 催 日 2019年 1月 11日(金)、12日(土) 

◇開催場所 大阪 ： 地下街「ディアモール大阪」ディーズスクエア 

◇概  要 ・観光パンフレットの配布やクイズラリーの実施 

・地元観光案内人による観光地やモデルコースのご紹介 

 

「Shupo［シュポ］」ＷＥＢサイト 

 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

名古屋駅デジタルサイネージ 

 

ＣＭカット 

過去のイベントの様子 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

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