
２０１９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」の 

取り組みについて 
 

静岡県とＪＲグループでは、本年４月から６月にかけて、「静岡デスティネーションキャ

ンペーン（以下、静岡ＤＣ）」を開催します。期間中は、沿線各地やＪＲ東日本などと連携

して各地の魅力を堪能できる観光列車を多数運行します。また、新たに観光施設の入場料等

の割引特典を追加した静岡県内の移動に便利な「ふじのくに家康公きっぷ」と、ご当地グル

メや名物などと引換えできるクーポンが付いてお得な「ふじのくに満喫ガイドマップ」がセ

ットになった旅行商品を、主な旅行会社から発売します。 

その他、伊豆エリアでのフリーきっぷを新たに設定する他、県内各地で静岡ＤＣだけの特

別企画を多数予定しておりますので、この機会にぜひ静岡の旅をお楽しみください。 

 １．観光列車（別紙１） 

・静岡ＤＣ開催期間中、各地で特別企画がお楽しみいただける観光列車を首都圏や中

部圏から多数運行します。各地の魅力を余すことなく堪能していただけるよう、主に

旅行商品として発売します。 

２. 観光におすすめのきっぷ 

（１）「ふじのくに家康公きっぷ」（別紙２） 

・ご利用の新幹線駅に合わせて、静岡県内の「東部」「中部」「西部」エリアに設定し、

ＪＲ、私鉄、バスなどがフリー区間内で２日間乗り放題。 

・エリア別に、三嶋大社宝物館、沼津港深海水族館、静岡市東海道広重美術館、久能山

東照宮、掛川花鳥園、浜松城など、各エリア約２０の観光施設などで入場料等の割引

特典が受けられます。（※有効期間内のきっぷの提示が必要） 

（２）「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」＜静岡ＤＣ期間限定＞（別紙３） 

・伊豆エリアのフリー区間内のＪＲ、私鉄、バスなどが３日間乗り放題となる静岡ＤＣ

期間限定のきっぷを、条件を満たしたお客様向けに設定します。 

・伊豆エリアのアカオハーブ＆ローズガーデン、土肥金山など、約４０の観光施設など

で入場料等の割引特典が受けられます。（※有効期間内のきっぷの提示が必要） 

３．フリープラン（別紙４）  

・「ふじのくに家康公きっぷ」と、ご当地グルメや名物などと引換えできるクーポンが

付いた「ふじのくに満喫ガイドマップ」がセットになった旅行商品です。 

・５種類のガイドマップがあり、１冊につきクーポンが３枚付いています。 

４．エスコートプラン（別紙５） 

・国宝・久能山東照宮の「徳川歴代将軍 名宝展」、「４人のプロフェッショナルと旅す

る あなたの知らない富士山」、天竜浜名湖鉄道での転車台体験などの静岡ＤＣ企画

を組み込んだ旅行商品をご用意します。 



 

１．観光列車 

静岡ＤＣ開催期間中、沿線各地やＪＲ東日本などと連携して静岡県内各地の静岡Ｄ

Ｃ特別企画がお楽しみいただける観光列車を 12種類、計 16列車(注)運行します。 

これらの観光列車は、県内各地の魅力を余すことなく堪能していただけるよう、現

地の観光がセットになった旅行商品で主に発売します。旅行商品で各列車にご乗車い

ただいたお客様に現地で体験していただく特別企画をご用意している他、列車内や到

着駅でも地域などによるおもてなしを予定しています。たくさんの県外のお客様にご

利用いただけるよう、首都圏発や中部圏発の旅行商品として展開します。 

(注)ＪＲ東海の単独運行、ＪＲ東日本との共同運行及び私鉄と連携した列車のみ掲載。 

 

（１）列車の概要 

①静岡ＤＣオープニング号 

静岡ＤＣのオープニングを飾る列車として、東京駅と名古屋駅から静岡駅に向け

て運行します。国宝・久能山東照宮での特別参拝と「徳川歴代将軍 名宝展」をガ

イド付きで鑑賞できる旅行商品や、静岡浅間神社の「大拝殿」と「本殿」を特別に

ご覧いただける旅行商品を発売します。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

東京 

7：32 

静岡 

10：32 

3/31 

（日） 

185系 

（6両編成） 

 

 

 

 

 

名古屋 

7：23 

静岡 

10：46 

373系 

（3両編成） 

 

 

②徳川×今川 歴史めぐり号 

静岡県ゆかりの戦国武将である徳川家康公と今川義元公をテーマにした列車です。

今川家の菩提寺で、通常は１年に２回しか公開しない「臨済寺」の特別拝観や、徳

川家康公が家臣を連れて花見をした事に倣って開催される「静岡まつり」のメイン

イベントである「大御所花見行列」を特別観覧席でお楽しみいただけるなど、特別

企画を盛り込んだ旅行商品を発売します。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

名古屋 

7：23 

静岡 

10：46 

4/6 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

別紙１ 

静岡浅間神社本殿 

久能山東照宮拝殿 

臨済寺 

静岡まつり 



③御殿場桜まつり号 

御殿場で開催される「桜まつり」に向けて小田急電鉄と共同運行する列車です。

天気が良ければ、雄大な富士山と桜の共演をお楽しみいただけます。桜まつり会

場でご利用いただける食べ歩きチケットや御殿場コシヒカリラガー静岡ＤＣ限定

ラベルの特別販売を行う予定です。なお、本列車はＪＲ東海または小田急電鉄の

駅のきっぷうりばで、きっぷのみ販売します。 
※「第 17回御殿場桜まつり」は、2019年４月６日（土）、７日（日）、13日（土）、14日（日）に開催予定です。 

※桜の見頃は、例年 4月上旬～中旬です。天候等により見頃が変わる場合があります。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売箇所 

小田急新宿 

12：40 

御殿場 

14：18 

4/7

（日） 

60000形 

（6両編成） 

ＪＲ東海または小田急電鉄

の駅のきっぷうりば 

※旅行商品での発売無し 

 

④富士山満喫トレイン 

日本の象徴であり、古くから人々が畏敬の念を抱く信仰の対象「富士山」を満喫

していただく列車です。世界遺産「富士山」の構成資産である須山浅間神社と富

士山本宮浅間大社での特別参拝の他、静岡県富士山世界遺産センターで営業時間

終了後の特別鑑賞を堪能できる旅行商品を発売します。また、本列車は御殿場線

～東海道本線～身延線という今回だけの特別なルートを運行するため、車内から

も様々な表情の富士山をお楽しみいただけます。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

三島 

10：15 頃 

富士宮 

15：40頃 

4/13 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

⑤花フェスタ号 

はままつフラワーパークと浜名湖ガーデンパークで開催される「浜名湖花フェス

タ」に向けた列車です。はままつフラワーパークにて塚本こなみ理事長による園

内ガイドをお楽しみいただく旅行商品や、浜名湖ガーデンパークにある花の美術

館のガイド付き旅行商品を発売します。宿泊先の舘山寺温泉でも特典をご用意し

ています。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

名古屋 

11：35 頃 

新居町 

13：18頃 

舞阪 

13：24頃 

4/20 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

 

秩父宮記念公園 

菜の花と富士山(裾野市) 

花の美術館(浜名湖ガーデンパーク) 

はままつフラワーパーク 

静岡県富士山世界遺産センター 



⑥竹あかりと皇室ゆかりの地巡り 

平成の最後と新たな元号を静岡県の特別な場所で、特別な体験と共に迎えるとい

う旅行商品に合わせて運行する列車です。平成最後の日の４月 30日（火）は久能

山東照宮で拝殿への特別入場と夜のライトアップ「天下泰平の竹あかり」を鑑賞

していただき、新元号初日の５月１日（水）は明治、大正、昭和を通じて皇族方

がご静養なされた沼津御用邸記念公園の他、神職のガイド付き正式参拝ができる

三嶋大社などを巡る旅行商品を発売します。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

静岡 

10：30 頃 

沼津 

11：30頃 

5/1 

（水） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

⑦ホビーのまち静岡トレイン 

日本最大級ともいわれる鉄道イベント「グランシップトレインフェスタ２０１９」

と模型ホビーイベント「第５８回静岡ホビーショー」に向けた列車です。名古屋発

は静岡駅から回送線を通過して静岡車両区までご乗車いただきます。トレインフェ

スタでは特別観覧席でのイベント鑑賞に加え、旅行商品を購入されたお客様限定の

鉄道ディナーショーを開催します。静岡ホビーショーでもプラモデルグッズをプレ

ゼントする他、ご宿泊の旅行商品のお客様には５月 12日(日）の静岡ホビーショー

を優先入場していただける特典もご用意しています。横浜発に女子鉄アナウンサー

久野知美さん、名古屋発にはホリプロマネージャー南田裕介さんが乗車して車内を

盛り上げます。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

横浜 

8：17 

東静岡 

10：27 

5/11 

（土） 

485系 

（6両編成） 

 

名古屋 

7：23頃 

静岡車両区 

11：30頃 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

 

 

 

久能山東照宮 夜間特別拝観 

鉄道模型(トレインフェスタ) 

ミニ四駆 (静岡ホビーショー) 



⑧しずおかお茶づくし号 

静岡県は茶園面積・収穫量で全国の約４割を占める日本一の茶処です。そんな静

岡県のお茶を体験し、味わい、満喫していただける旅行商品に合わせて運行する

列車です。茶摘み体験やお茶の飲み比べ、茶処藤枝の茶商が朝からラーメンを食

べたことが起源の「朝ラー」の後は、牧之原大茶園に囲まれた島田市の茶工場見

学やお茶の詰め放題、そして夜は掛川城御殿での月夜の茶会を 

お楽しみいただける、静岡茶の魅力が盛りだくさんの旅行商品 

を発売します。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

名古屋 

7：23頃 

藤枝 

10：25頃 

5/18 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

⑨野村万作・萬斎 狂言号 

ライトアップした世界遺産韮山反射炉前に特設ステージを設置して行われる、狂

言の人間国宝・野村万作氏と野村萬斎氏による１日限りの特別公演に向けて運行

する列車です。列車にご乗車のお客様には公演の特別観覧席をご用意する他、観

光列車車内でも狂言に触れあうイベントを開催予定です。東京発三島行の観光列

車に加えて、伊豆箱根鉄道による三島発修善寺行の臨時列車も運行します。こち

らも旅行商品を購入されたお客様専用の列車として運行する他、この臨時列車の

車内でも狂言に関するイベントを開催予定です。 

※東京発の観光列車をご利用のお客様は、三島駅からバスでの移動となります。 

※伊豆箱根鉄道の臨時列車をご利用のお客様は、三島駅まで東海道新幹線利用と

なる予定です。 

 

発駅・時

刻 

着駅・時

刻 

運転

日 
編成 

発売旅行会社 

東京 

7：50 

三島 

9：33 

5/22 

（水） 

185系 

（6両編成） 

 

三島 

12：11 

修善寺 

12：39 

伊豆箱根鉄道： 

1300系 

（3両編成） 

 

 

 

 

野村万作氏狂言公演※昨年開催時 

掛川城 

茶畑（島田市） 



⑩焼津ミナミマグロ満喫号 

国内有数のマグロ水揚げ港である焼津港がある焼津に向かう列車です。天気が良

いと富士山を望むことができる焼津港にてマグロの解体ショーをご覧いただき、

上品で濃厚な味わいと鮮やかな赤身から“赤いダイヤ”と称される「焼津ミナミ

マグロ」を含むマグロ３種食べくらべを堪能していただく旅行商品として発売し

ます。また、やいづ親善大使のＳＫＥ４８青木詩織さんが旅行商品のお客様に向

けて車内や焼津港で観光ＰＲを行います。この他、調査船

「駿河丸」の船内特別公開や、観光列車の車内にて焼津の鰹

節を使った自慢のだしの試飲をお楽しみいただけます。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

名古屋 

8：23頃 

焼津 

11：19頃 

6/8 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

 

 

 

 

 

⑪日本酒トレイン 

自然と名水に育まれた静岡県にはたくさんの日本酒の銘柄があり、それらを車内で

楽しむことができる観光列車を運行します。車内では静岡県産の酒米「誉富士」を

使った全 26種類の日本酒を全て味わっていただける他、県内の蔵元や杜氏による

日本酒の解説も行う予定です。この観光列車を組み込んだ旅行商品を発売します。 

 

発駅・時刻 着駅・時刻 運転日 編成 発売旅行会社 

三島 

13：30 頃 

浜松 

16：00頃 

6/29 

（土） 

373系 

（3両編成） 

 

 

上記観光列車の他に、大井川鐵道と連携した１種類（２列車）の観光列車の運行を予

定しております。 

※列車の運転日・時刻・車両、旅行商品などの内容は変更となる場合がございます。 

 

 

焼津港 

マグロ３種食べくらべ 

（盛り付け例） 

酒米「誉富士」 

※上記の画像はすべてイメージです。 



２．観光におすすめのきっぷ 

（１）ふじのくに家康公きっぷ 

各事業者の協力を得て、静岡県内の「東部」「中部」「西部」の各エリアに設定されたフリ

ー区間内において各エリア指定のＪＲ、私鉄、バスなどの交通機関の普通車自由席、一般席

が２日間乗り放題となる、移動に便利なきっぷです。こちらのきっぷで静岡県内を思う存分、

周遊することができます！  

静岡ＤＣに合わせて、フリー区間をリニューアルすると共に、各エリア約 20 の人気観光施

設などの入場料等の割引特典を追加します。是非、静岡への旅行に、こちらのきっぷをご活用

ください。 

① 対象となるフリー区間： 

【東部エリア】                  【利用可能区間】 

 

 

 

 

 

 

 

【中部エリア】                           【利用可能区間】 

 

 

 

 

 

【西部エリア】                           【利用可能区間】 

 

 

 

 

 

別紙２ 

※上記の画像はすべてイメージです。 

※フリー区間内のＪＲの特急列車・ホームライナーを利用する場合、別に特急券・乗車整理券等が必要です。 

新幹線・寝台列車はご利用できません。 

ＪＲ東海 掛川～新所原

遠州鉄道
全線
※新浜松～西鹿島

遠鉄バス
全線
※自主運行バスと高速路線バスを除く

天竜浜名湖鉄道
全線
※掛川～新所原

秋葉バスサービス
袋井駅前～可睡齋入口
（秋葉線・秋葉中遠線）

かんざんじロープウェイ かんざんじ～大草山

ＪＲ東海
富士～掛川
富士～下部温泉

エスパルスドリームフェリー
清水港～土肥港
清水港ベイクルーズ（日の出～日の出）

静岡鉄道
新静岡～新清水
日本平ロープウェイ（日本平～久能山）

しずてつジャストライン
静岡駅前・東静岡駅南口～日本平ロープウェイ
清水駅前～東海大学三保水族館
駿府浪漫バス

富士急静岡バス
富士駅南口～新富士駅
富士宮駅～白糸の滝観光案内所前

ＪＲ東海
熱海～富士
沼津～御殿場

伊豆箱根鉄道 三島～修善寺
岳南電車 吉原～岳南江尾

伊豆箱根バス
沼津駅～沼津港
沼津駅～長岡駅
長岡駅～伊豆・三津シーパラダイス

東海バス

沼津駅～沼津みなと新鮮館
沼津駅～伊豆・三津シーパラダイス
三島駅～山中城跡
三島駅～三嶋大社前・玉沢
三島駅～柿田川湧水公園前または西玉川
修善寺～土肥港



②発 売 額：おとな１，５００円、こども７５０円  

※こどもは６歳～１２歳未満（ただし、12歳でも小学生は「こども」です。） 

③有効期間：連続した２日間 

④対 象 者： 

●静岡県内の東海道新幹線駅までの往復新幹線に、「ふじのくに家康公きっぷ」がセ

ットになった旅行商品をご購入のお客様  

※主な旅行会社から発売いたします。なお、他エリアも上記価格にて追加でご購入いただけます。 

 
●東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」及び「スマートＥ

Ｘ」で、静岡県外の駅（発駅：東京～小田原、豊橋～博多）から静岡県内の駅まで

ご利用いただいたお客様 

【発売箇所】熱海駅・三島駅・新富士駅・静岡駅・掛川駅・浜松駅のＪＲ東海の窓口 

  ※「エクスプレス予約」及び「スマートＥＸ」をご利用になった日の当日利用開始分または翌日利用開始分の 

「ふじのくに家康公きっぷ」をお買い求めいただけます 

⑤割引特典：  

三嶋大社宝物館、沼津港深海水族館、静岡市東海道広重美術館、久能山東照宮、掛

川花鳥園、浜松城など、各エリアの約２０の観光施設の入場料等が割引になります。

（※有効期間内の「ふじのくに家康公きっぷ」の提示が必要） 

 

■東部エリア（２５施設） 

施設名 特典内容 

湯の国会館 入館料割引 大人 200 円引き 

土肥金山 入場料割引 大人（中学生以上）80 円 OFF、小人 40円 OFF 

龕附天正会鉱 入場料割引 10％OFF 

フィッシングパークＴＯＩ 入場料割引 100 円引き 

韮山反射炉 観覧料割引 一般 500 円→300 円 ※生徒・児童（小中学生）の割引はなし 

蔵屋鳴沢 茶摘み衣装に変身して茶摘み体験料割引 50円引き ※期間限定 2019.4.20～6.30 ※3 日前までに要予約 

伊豆の国パノラマパーク 乗車料割引 大人 1,800 円→1,700 円，小学生 900 円→850 円 

伊豆長岡いちご狩りセンター 入園料割引 100 円引き ※3 歳未満無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.5.6 まで 

江間いちご狩りセンター 入園料割引 100 円引き ※3 歳未満無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.5.6 まで 

重要文化財 江川邸 入園料割引 大人 500 円→400 円、小人 300円→200 円 

湯～トピアかんなみ 入館料割引 大人 700 円→600 円 

十国峠ケーブルカー 乗車運賃割引 10％OFF 

月光天文台 入園料割引（天文台、プラネタリウム） 20％OFF  



三島市立公園 楽寿園 入園料割引 10％OFF 

佐野美術館 入館料割引 10％OFF ※入館料は展覧会によって異なります。（土曜と 5/5 は小・中学生無料） 

三嶋大社宝物館 入館料割引 200 円引き 

伊豆・三津シーパラダイス 入館料割引 大人（中学生以上）2,200 円→1,800 円、4 歳～小学生 1,100 円→900 円 

沼津御用邸記念公園 入園料割引 大人 400 円→260 円 

沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム 
入館料割引 大人 1,600 円→1,400 円、小・中学生 800 円→600 円、幼児（4 歳以上）400 円→300 円 

※チケット列にお並びいただき、レジにてご提示ください。払い戻し対応はできかねます。 

クレマチスの丘（ヴァンジ彫刻庭園美術館、  
ベルナール・ビュフェ美術館、井上靖文学館） 

入園料割引 100 円引き 

遊園地ぐりんぱ 入園料割引 50 円引き、ワンデークーポン 大人 300 円引き、小人・シニア 200 円引き  

富士山樹空の森 天空シアター利用料割引 大人 300 円→250円、小・中学生 150 円→100 円 

松岡別荘陶磁器館「東山つばきガーデン」 入館料割引 大人 500 円→400 円 

天然温泉気楽坊 
入館料割引 大人 200 円引き  

※行水券（60 分の立ち寄り）および小学生以下には適用されません。他の券との併用はできません。 

駿河湾フェリー 
旅客運賃割引 大人 2,260 円→2,040 円、小人 1,130 円→1,020 円  

※乗船の際は HP 等で運行状況をご確認ください。※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

 

■中部エリア（３０施設） 

施設名 特典内容 

土肥金山 入場料割引 大人（中学生以上）80 円 OFF、小人 40円 OFF 

龕附天正会鉱 入場料割引 10％OFF 

久能山東照宮 
拝観料割引 東照宮本殿 大人 500 円→400円、小人 200 円→150 円 

拝観料割引 東照宮本殿・博物館共通 大人 800 円→700 円、小人 300 円→250 円 

ちびまる子ちゃんランド 入場料割引 10％OFF 

静岡市東海道広重美術館 入館料割引 大人 510 円→410 円、大学生・高校生 300 円→240 円、小・中学生 120 円→100 円 

駿府城公園 東御門・巽櫓、 
坤櫓、日本庭園及び茶室 

共通券割引 大人 360 円→280 円、小人 120円→90 円 

静岡科学館る・く・る 入館料割引 大人 510 円→410 円、小・中学生 120 円→100 円 

静岡市立芹沢銈介美術館 入館料割引 一般 420 円→370 円、大学生・高校生 250 円→200 円、小・中学生 100 円→80 円 

静岡市美術館 観覧料割引 団体料金に割引 ※展覧会により観覧料が異なります。 

東海大学海洋科学博物館・東海大学自然史博物館 

入館料割引 海洋科学博物館 大人（高校生以上）1,500 円→1,200 円、小人（4 歳以上）750 円→600 円 

入館料割引 自然史博物館  大人（高校生以上）1,000 円→800 円、小人（4 歳以上）500 円→400 円 

共通券割引 大人（高校生以上）1,800 円→1,440 円、小人（4 歳以上）900 円→720 円 

※期間限定 2019.4.1～2019.7.2  

※通常入館料のみ割引（ナイトアクアリウムや恐竜ナイトツアーなど特別イベントでの割引不可） 

静岡市梅ヶ島神田温泉浴場「黄金の湯」 1 日利用券割引 大人 700 円→500 円、3 歳～小学生 300 円→200 円 

焼津漁業資料館 入館料割引 100 円引き 

エキチカ温泉・くろしお 大人の入館料割引 3 時間コース 880 円→680 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 



かんぽの宿焼津 

日帰り入浴利用料割引 大人 700 円→400 円、小人 350 円→200 円 

※本割引をご利用いただけない日、もしくはご利用時間を変更する場合がございますのでお問合せの上、 

ご来館ください。 

藤枝市郷土博物館・文学館 入館料割引 大人 20％OFF ※通常 200 円、特別展の場合は料金が変わります。 

岡部宿大旅籠柏屋 入館料割引 大人 300 円→240 円 

島田市博物館 入館料割引 大人 300 円→240 円 

島田市ばらの丘公園 
入館料割引 大人 300 円→240 円 

※但し、5・6・10・11 月以外は無料 

展望台小山城 入場料割引 大人 200 円→100 円、小人 100円→50 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

フォーレなかかわね茶茗舘 お茶室入館料割引 300 円→250 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

奥大井音戯の里 
入館料割引 大人 500 円→400 円、小人 300円→200 円 

音戯工房体験料割引 各品体験料から 100 円引き※一部、限定商品を除く。別途入館料が必要です。 

寸又峡温泉 接岨峡温泉 
湯楽蔵手形割引 1,000 円→800 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

※寸又峡・接岨峡温泉の 3 カ所までご利用いただけます。 

もりのいずみ 入館料割引 大人 1,000 円→500 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

川根本町まちづくり観光協会 川根パスポート割引 600 円→550 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2  

掛川城(天守閣・御殿) 入館料割引 大人 410 円→320 円 

掛川市二の丸茶室 呈茶料割引 大人 510 円→410 円 

掛川市竹の丸 入館料割引 大人 100 円→80 円 

掛川花鳥園 入園料割引 大人 1,200 円→1,000 円、小学生 550 円→500 円、60 歳以上 950 円→830円 

掛川市ステンドグラス美術館 入館料割引 一般 500 円→400 円 ※中学生以下→無料 

掛川市二の丸美術館 入館料割引 大人 200 円→160 円 

 

■西部エリア（２０施設） 

施設名 特典内容 

掛川城(天守閣・御殿) 入館料割引 大人 410 円→320 円 

掛川市二の丸茶室 呈茶料割引 大人 510 円→410 円 

掛川市竹の丸 入館料割引 大人 100 円→80 円 

掛川花鳥園 入園料割引 大人 1,200 円→1,000 円、小学生 550 円→500 円、60 歳以上 950 円→830円 

掛川市ステンドグラス美術館 入館料割引 一般 500 円→400 円 ※中学生以下→無料 

掛川市二の丸美術館 入館料割引 大人 200 円→160 円 

磐田市香りの博物館 
入館料割引 大人 300 円→250 円、学生 200円→160 円、小・中学生 100 円→80 円 

調香体験料金割引 Aコース 2,160 円→1,960 円、B コース 2,670 円→2,370 円 

いわたペダル（くれたけインいわた内） レンタル料金割引 10％OFF 



レストハウス「しおさい竜洋」 浴場 入浴料割引 100 円引 

浜松市美術館 
企画展 上村松園展 観覧料割引 ※期間限定 2019.4.27～2019.6.9 

一般 1,400 円→1,200 円、高校生・大学生 1,000 円→800 円、小・中学生 700 円→500 円 

浜松城天守閣 入場料割引 大人 200 円→160 円 

浜松まつり会館 入場料割引 大人 400 円→360 円 

浜名湖パルパル（遊園地） 入園料割引 10％OFF 

浜名湖オルゴールミュージアム 入館料割引 大人 80 円引き、小人 40 円引き 

浜名湖遊覧船 舘山寺周遊航路 30 分コース乗船料割引 大人 1,000 円→800 円、小人 500 円→400 円 

龍潭寺 拝観料割引 大人 500 円→450 円、小・中学生 200 円→180 円 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

竜ヶ岩洞 入館料割引 大人・高校生 1,000 円→700 円  

はままつフルーツパーク時之栖 入園料割引 大人のみ 10％OFF  

浜名湖ガーデンパーク 展望塔登場料割引 大人 300 円→200 円、小人 100 円→無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.6.30 

新居関所史料館・新居宿旅籠紀伊国屋史料館 共通入館券割引 大人 410 円→360 円、小人 150 円→100 円 

※割引特典内容が変更となる場合がございます。 

※本年４月以降の「ふじのくに家康公きっぷ」のご利用条件・割引特典等の詳細は、 

Japan Highlights TravelのＨＰ(http://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、 

今後順次ご案内してまいりますので、ご確認ください。 

http://japan-highlightstravel.com/jp/


（２）「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」 

各事業者の協力を得て、伊豆エリアのフリー区間内でＪＲ、私鉄、バスなどの交通機関の

普通車自由席、一般席が３日間乗り放題となる、特別なきっぷ「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」

を静岡ＤＣ期間限定で設定します。このきっぷで伊豆エリアを思う存分、周遊することがで

きます。さらに、伊豆エリアにある約４０の人気観光施設などの入場料等が割引になる特典

もありますので、とっても便利！是非、静岡ＤＣ期間中にこのきっぷをご活用いただき、伊

豆へご旅行ください！ 

 

①対象区間：              

 

 

 

 

 

 

 

②発 売 額：おとな４，０００円、こども２,０００円  
※こどもは６歳～１２歳未満（ただし、12歳でも小学生は「こども」です。） 

③有効期間：連続した３日間 

④利用期間：２０１９年４月１日(月)～７月２日(火) 

      ※２０１９年６月３０日(日)利用開始分まで 

⑤対象者 

●静岡県以西からの往復新幹線がセットになっており、新幹線の往路着駅が熱海駅ま

たは三島駅の旅行商品をご購入のお客様 

 ※静岡ＤＣ専用商品を発売している旅行会社にてご購入いただけます。 

 
●東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」及び「スマートＥ

Ｘ」で、豊橋駅以西（発駅：豊橋～博多）から熱海駅または三島駅までご利用いた

だいたお客様 

【発売箇所】：熱海駅・三島駅のＪＲ東海の窓口 

  ※「エクスプレス予約」及び「スマートＥＸ」をご利用になった日の当日利用開始分または翌日利用開始分の 

「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」をお買い求めいただけます。 

 

別紙３ 

※フリー区間内の特急列車・ホームライナーを利用する場合は、別に特急券 

・乗車整理券等が必要です。新幹線・寝台列車は利用できません。 

【利用可能区間】 

※上記の画像はすべてイメージです。 

ＪＲ東海 熱海～三島
ＪＲ東日本 熱海～伊東
伊豆箱根鉄道 三島～修善寺
伊豆急行　　 伊東～伊豆急下田

東海バス
修善寺～土肥温泉～堂ヶ島～下田
下田～河津～天城峠～修善寺



⑥割引特典 

 アカオハーブ＆ローズガーデン、ＭＯＡ美術館、伊豆シャボテン動物公園、河津バ

ガテル公園、ＭｏＢＳ黒船ミュージアム、湯の国会館、土肥金山など、伊豆エリア

の約４０の観光施設などの入場料等が割引になります。 

（※有効期間内の「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」の提示が必要） 

■伊豆エリア（４５施設） 

施設名 特典内容 

アカオハーブ＆ローズガーデン 
入園料割引 大人 1,000 円→800 円 

（5/15～6/10は 1,300 円→1,000 円）※季節によって入園料が異なります。 

ＭＯＡ美術館 
入館料割引 大人 1,600 円→1,300 円、高大生 1,000 円→700 円 

※高大生は併せて学生証の提示をお願いします。 

熱海城／トリックアート迷宮館 
入場料割引（単体・セットとも） 大人 200円引き、4 歳～中学生 100 円引き 

※熱海城受付にて「きっぷ」提示の上、入場券購入のこと 

伊東温泉観光・文化施設 東海館 入館料割引 大人 200 円→150 円、小人 100円→50 円 

伊豆シャボテン動物公園 入園料割引 10％OFF ※シニア、特別福祉割引料金は適用外 

道の駅 伊東マリンタウン シーサイドスパ 入館料割引 大人 100 円引き、小学生 50 円引き 

リトルマイスター 体験料割引 ポーセリアート 10％OFF 

伊豆クラフトハウス 体験料割引 8％OFF 

えんのかま 体験料割引 100 円引き ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

そば打ち体験 観音亭 
体験料割引 石臼挽き＆そば打ち体験 2,550円→2,295 円、そば打ち体験＆そば定食 3,000 円→2,700 円 

      そば打ち体験＆そば御膳 3,400円→3,060 円 ※2 名様以上、小学生以上の予約制です。 

陶芸体験 八幡野窯 
体験料割引 電動ろくろ体験基本料 2,050 円→1,845 円、 

手びねり／わんこプレート体験 1,950 円→1,755 円、わんこ時計体験 2,550 円→2,295 円 

茶房＆体験工房 さくら坂 
体験料割引 キャンドル体験基本料 1,050 円→945 円、デコオルゴール体験 2,050 円→1,845 円 

ガラスアート体験 1,400 円→1,260 円 

収穫体験農園 ふたつぼり 入園料割引 20％OFF ※6 月～9 月休園 

いちごらんど中西 入園料割引 100 円引き ※期間限定 2019.4.1～2019.4.30 まで 

かわづカーネーション見本園 入園料割引 10％OFF ※今シーズン開園期間 2019.4.1～2019.5.12 まで 

河津バガテル公園 入園料割引 大人 100 円引き  

踊り子温泉会館 入館料割引 10％OFF 

ハーバー＆JGFAカジキミュージアム 入館料割引 大人 500 円→400 円、小学生 250 円→200 円  

MoBS黒船ミュージアム 入館料割引 20％OFF ※シニアは適用外 

銀の湯会館 入館料割引 大人 1,000 円→800 円、小人 500 円→400 円 

国指定重要文化財 岩科学校 入館料割引 大人 300 円→270 円 ※中学生以下無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

伊豆の長八美術館 入館料割引 大人 500 円→450 円 ※中学生以下無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

浄感寺内長八記念館 入館料割引 大人 500 円→400 円 ※中学生以下無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

黄金崎クリスタルパーク 入館料割引 ガラスミュージアム 大人 800円→700 円、小・中学生 400 円→350 円 



加山雄三ミュージアム 入館料割引 大人 720 円→650 円 ※小学生以下無料 

湯の国会館 入館料割引 大人 200 円引き 

土肥金山 入場料割引 大人（中学生以上）80 円 OFF、小人 40円 OFF 

龕附天正会鉱 入場料割引 10％OFF  

フィッシングパークＴＯＩ 入場料割引 100 円引き 

韮山反射炉 観覧料割引 一般 500 円→300 円 ※生徒・児童（小中学生）の割引はなし 

蔵屋鳴沢 
茶摘み衣装に変身して茶摘み体験料割引 50円引き  

※期間限定 2019.4.20～2019.6.30 ※3 日前までに要予約 

伊豆の国パノラマパーク 乗車料割引 大人 1,800 円→1,700 円，小学生 900 円→850 円 

伊豆長岡いちご狩りセンター 入園料割引 100 円引き ※3 歳未満無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.5.6 

江間いちご狩りセンター 入園料割引 100 円引き ※3 歳未満無料 ※期間限定 2019.4.1～2019.5.6 

重要文化財 江川邸 入園料割引 大人 500 円→400 円、小人 300円→200 円 

湯～トピアかんなみ 入館料割引 大人 700 円→600 円 

十国峠ケーブルカー 乗車運賃割引 10％OFF 

月光天文台 入園料割引（天文台、プラネタリウム） 20％OFF 

三島市立公園 楽寿園 入園料割引 10％OFF 

佐野美術館 入館料割引 10％OFF ※入館料は展覧会によって異なります。（土曜と 5/5 は小・中学生無料） 

三嶋大社宝物館 入館料割引 200 円引き 

伊豆・三津シーパラダイス 入館料割引 大人（中学生以上）2,200 円→1,800 円、4 歳～小学生 1,100 円→900 円 

沼津御用邸記念公園 入園料割引 大人 400 円→260 円 

沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム  
入館料割引 大人 1,600 円→1,400 円、小・中学生 800 円→600 円、幼児（4 歳以上）400 円→300 円 

※チケット列にお並びいただき、レジにてご提示ください。払い戻し対応はできかねます。 

駿河湾フェリー 
旅客運賃割引 大人 2,260 円→2,040 円、小人 1,130 円→1,020 円  

※乗船の際は HP 等で運行状況をご確認ください。※期間限定 2019.4.1～2019.7.2 

※割引特典内容が変更となる場合がございます。 

※「静岡ＤＣ伊豆フリーきっぷ」の発売期間等のご利用条件・割引特典等の詳細は、 

Japan Highlights TravelのＨＰ(http://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、 

今後順次ご案内してまいりますので、ご確認ください。 

 

http://japan-highlightstravel.com/jp/


３．フリープラン 

「ふじのくに家康公きっぷ」と、ご当地グルメや名物などと引換えできるクーポ

ンが付いた「ふじのくに満喫ガイドマップ」がセットになった旅行商品です。 

・「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種類の

ガイドマップをご用意しており、「ふじのくに家康公きっぷ」のエリアに応じて１冊

付いてきます。 

・それぞれのエリアの観光情報や観光地図に、指定の飲食店等で特産品等と交換できる

「まち歩きクーポン」が１冊につき３枚付いています。 

 

        

 

 

 

 

・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。 

 

 

 

別紙４ 

【ガイドマップ表紙】 

 

 

 

 

【クーポン利用の一例】 

※上記の画像はすべてイメージです。 

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



４．エスコートプラン 

静岡ＤＣ企画を組み込んだ旅行商品をご用意します。 

〔主な企画〕 

・国宝・久能山東照宮「徳川歴代将軍 名宝展」 

・４人のプロフェッショナルと旅する あなたの知らない富士山 

   （御殿場コース、富士宮コース） 

・「丁子屋」400年続く老舗とろろ汁店で食す【東海道御膳】 

・洗って回って列車でＧＯ！～国登録文化財の転車台体験～（天竜浜名湖鉄道） 

 

〔ジェイアール東海ツアーズの商品（例①）〕 

■商 品 名：静岡ＤＣオープニング号で行く！ 久能山東照宮特別参拝と                  

駿府城「幻の城」 
 
■商品概要：①国宝・久能山東照宮「徳川歴代将軍 名宝展」と特別参拝   

       権宮司による案内付で久能山東照宮を参拝します。博物館で 

      “15代歴代将軍の甲冑同時展示”が初開催されます。 

      ②風景美術館「日本平」でランチ。 

      ③駿府城公園天守台発掘現場見学ガイドツアー（幻の城の解説付） 

2018年 10月、徳川家康の駿府城の天守台跡から、金箔瓦約 330点 

が発見され、豊臣秀吉の「幻の城」の跡と言われている天守台発 

掘現場を解説付でご覧いただけます。 

     
 （静岡ＤＣ企画） 

     ・静岡ＤＣオープニング号 

     ・15代歴代将軍甲冑の同時展示【初開催】 

 

■出 発 日：2019年 3月 31日（日） 

■発 売 日：2019年 2月 7日（木） 

■出 発 駅：東京駅・名古屋駅 

■募集人員：各出発駅 40名 

■申込期限：出発日の 16日前まで 

 

 

 

 

 

別紙５ 

[商品問合せ]ぷらっと旅・コールセンター 

 ・フリーダイヤル：0120-945-355 

 ・電話：03-6860-1080 

 ・受付時間：10:00～18:00 

（年末年始休業） 



〔ジェイアール東海ツアーズ「５０＋」の商品（例②）〕 

■商 品 名：富士山のプロフェッショナルと旅する                            

あなたの知らない富士山「御殿場コース」 

■商品概要：富士山とその周辺を観光しながら、富士山の様々な魅力を教えてく

れる４人のプロが特別案内をするコースです。富士山御殿場口新五

合目、富士山樹空の森、キリンディスティラリーを見学し、静岡県

御殿場市から見る富士山の魅力を満喫できる旅をご用意します。 

     （静岡ＤＣ企画） 

・富士山御殿場口新五合目（富士山世界遺産ガイドのプロと周辺散

策・解説） 

・富士山樹空の森（富士山と天体のプロによる解説とプロの写真家に

よる富士山写真講座） 

・キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（富士山の湧水と蒸留酒

のプロによるテイスティング講座） 

■出 発 日：2019年 5月 12日（日） 

6月 2日（日）、9日（日）、16日（日）、23日（日）、 

30日（日） 

■発 売 日：2019年 2月 7日（木） 

■出発地区：首都圏・静岡地区・中部地区 

■募集人員：各日 40名 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

 

５０歳からの旅クラブＪＲ東海「５０＋」の旅行プランお申込みには、会員登録（入

会金・年会費無料）が必要になります。同行者の年齢制限はありません。（会員１名に

つき５名様まで同行可） 

「５０＋」へのご入会などの詳細は、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。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[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：10:00～18:00 

（年末年始休業） 

 

http://jr50plus.jp/


〔クラブツーリズムの商品（例①）〕 

■商 品 名：４人のプロが教える知られざる「富士山」の魅力 日本平ロープウ

ェイ・大井川ＳＬ・浜松城・浜名湖花フェスタ３日間 

■商品概要：４人の富士山のプロフェッショナルが、知られざる富士山の魅力をご案

内。2018年 11月にオープンした日本平夢テラスや国宝・久能山東照宮

の徳川家歴代 15将軍の甲冑見学、東海道五十三次にも描かれた 400年

余続く老舗店でとろろ汁をご賞味いただき、大井川鐵道ＳＬ列車に乗車

するなど静岡の絶景・食・乗り物・歴史・文化を巡るツアーです。  

     （静岡ＤＣ企画） 

・４人のプロフェッショナルと旅するあなたの知らない富士山（富士

宮コース） 

・「丁子屋」400年続く老舗とろろ汁店で食す【東海道御膳】 

・龍雲寺・金澤翔子さんが書いた世界一大きい般若心経の拝観 

・国宝・久能山東照宮「徳川歴代将軍 名宝展」 

■出 発 日：2019年 4月 7日（日）、5月 12日（日）、 

6月 2日（日）、9日（日）、23日（日） 

■出発地区：首都圏 

■募集人員：各日 42名 

■申込期限：出発日の 10日前まで 

 

〔クラブツーリズムの商品（例②）〕 

■商 品 名：転車台での迫力体験！天竜浜名湖鉄道と大井川鐵道ＳＬ２日間                                     

■商品概要：天竜浜名湖鉄道、大井川鐵道ＳＬ、かんざんじロープウェイの人気

の乗り物に乗車し、四季折々の花を観賞できる旅を楽しめるツアー

となっています。 

     （静岡ＤＣ企画） 

・洗って回って列車でＧＯ！～国登録文化財の転車台体験～ 

■出 発 日：2019年 4月 21日（日）、26日（金）                

          5月 3日（金）、19日（日） 

■出発地区：関西地区 

■募集人員：各日 42名 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

 

 



〔阪急交通社の商品（例）〕 

■商 品 名：季一遊・いなとり荘で寛ぐ 伊豆半島想い出作りの旅 3日間 

■商品概要：南伊豆、東伊豆の温泉宿にご宿泊！堂ヶ島や修善寺・竹林の小径など

伊豆半島の観光地だけでなく、久能山東照宮や静岡県富士山世界遺産

センターも巡る、静岡の見どころが盛りだくさんなツアーです。 

     （静岡ＤＣ企画） 

・国宝・久能山東照宮「徳川歴代将軍 名宝展」 

■出 発 日：2019年 4月 4日（木）、9日（火）、21日（日） 

          5月 19日（日）、26日（日） 

          6月 2日（日）、30日（日） 

■発 売 日：2019年 1月 28日（月） 

■出発地区：中部地区 

■募集人員：各日 32名 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

 

〔ＪＴＢメディアリテーリングの商品（例）〕 

■商 品 名：伊豆半島絶景スペシャルシート３日間 

■商品概要：西伊豆、東伊豆の温泉旅館にご宿泊！空中から・船から・列車から

伊豆半島の見どころを楽しめるツアーです。 

（静岡ＤＣ企画） 

・下田開国博物館で歴史発見！！ 

・ロイヤルボックス連結の伊豆急行「リゾート 21」黒船列車に乗車 

■出 発 日：2019年 4月 4日（木）、7日（日）、14日（日）、 

            16日（火）、22日（月）、24日（水） 

5月 6日（月）、9日（木）、12日（日）、14日（火）、 

  20日（月）、23日（木）、26日（日）、28日（火） 

6月 2日（日）、6日（木）、9日（日）、13日（木）、 

  18日（火）、20日（木）、23日（日）、 

25日（火）、27日（木） 

 ■発 売 日：5月以降の出発日は 2月 1日（金） 

■出発地区：関西地区 

■募集人員：各日 42名様 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

  

※上記全てのツアー詳細は、各旅行会社のパンフレットなどをご確認ください。 

※上記の他にも、静岡ＤＣ商品を発売予定です。 
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