
 平成２８年４月１２日 

東海旅客鉄道株式会社 
 

臨時急行「トレインフェスタ号」の運転等について 
 

ＪＲ東海では５月１４日（土）・１５日（日）に、グランシップ（静岡市／最寄駅：東静岡

駅）で開催される「グランシップ トレインフェスタ２０１６」へのお出かけに便利な臨時急

行「トレインフェスタ号」を熱海駅～静岡駅、浜松駅～東静岡駅間で運転します。県東部、西

部地区から東静岡駅へ向けて運転する初めての臨時急行です。連動旅行商品や企画もご用意し

ています。 
 

１．臨時急行「トレインフェスタ号」を運転します（別紙１） 

○運転日：平成２８年５月１４日（土）・１５日（日） 
 
○運転区間：熱海駅～静岡駅（東静岡駅にも停車します） 

浜松駅～東静岡駅 

※それぞれ１日１往復。全車指定席です。 

○ポイント 

・専用ヘッドマークを付けて運転します。 

・ご乗車特典として、県内鉄道事業者のご協力により作成した特製 

｢トレインポストカード｣を車内でお一人様１セットプレゼントします。 
 

２．旅行会社よりお得で便利な旅行商品も好評発売中です（別紙２） 

○商品名：｢２０１６グランシップ トレインフェスタと静岡ホビーショー日帰りプラン」 

○ポイント 

・臨時急行「トレインフェスタ号」の普通車指定席（急行券・指定席券・ 

乗車券）と、「トレインフェスタ」と「静岡ホビーショー」両会場を結ぶ 

循環バス券（３枚）がセットになっています。 

・「トレインフェスタ」会場で利用できる静岡県内の名物駅弁との引換券 

（税込 1,000円分）も付いて、大変お得な日帰り旅行商品です。 
 

３．関連企画で「トレインフェスタ」を盛り上げます（別紙３） 

○５月１４日（土）に「さわやかウォーキング」を開催します。 

・スタートは静岡駅、「トレインフェスタ２０１６」会場のグランシップがゴールです。 

・コースの途中で静岡銘菓「こっこ庵(安倍川もち工場)」､当社静岡車両区をさわやかウォ

ーキング参加者に限り見学いただける「さわやかウォーキング２５周年記念コース」で

す。ぜひ臨時急行「トレインフェスタ号」をご利用ください。 
 

○トレインフェスタ会場に当社ブースを出展します。 

・子供用制服での撮影会や､さわやかウォーキングマスコット 

キャラクターとの記念撮影などで皆様をおもてなしいたします。 
 
※それぞれの詳細は、別紙をご参照ください。 

 ※イベント内容は変更される場合があります。写真・イラストは全てイメージです。 

▲トレインポストカード 

▲専用ヘッドマーク 

▲昨年の当社ブースの様子 

▲旅行商品パンフレット 



１．臨時急行「トレインフェスタ号」の運転 

熱海駅と浜松駅から、それぞれ「グランシップ トレインフェスタ２０１６」会場の最寄

駅である東静岡駅に向かう、臨時急行「トレインフェスタ号」を運転します。 

東静岡駅に急行列車が停車（東静岡駅を終着）するのは、平成１０年の同駅開業以来、初

めてです。車内では県内の鉄道事業者のご協力による特典をプレゼントいたします。会場へ

のお出かけに、ぜひご利用ください。 
 

◆運転日 ：平成２８年５月１４日（土）・１５日（日） 
 

◆運転区間：熱海駅～静岡駅間、浜松駅～東静岡駅間（それぞれ１日１往復運転） 
 

◆運転時刻・途中停車駅（網かけ内は会場最寄りの東静岡駅の発着時刻） 

※トレインフェスタに参加する静岡県内の旅客営業の鉄道事業者とＪＲ線の結節駅が途中停車駅となるように設定しています。 

【東部地区から】 トレインフェスタ１号 

静岡行き（下り） 

トレインフェスタ４号 

熱海行き（上り） 

伊豆急行→ 熱海発 8:37 静岡発 14:28 

伊豆箱根鉄道→ 三島発 8:49 東静岡発 14:31 

 沼津発 8:54 富士発 14:59 

岳南電車→ 吉原発 9:05 吉原発 15:04 

 富士発 9:10 沼津発 15:22 

 東静岡着 9:38 三島発 15:29 

 静岡着 9:46 熱海着 15:44 

           

【西部地区から】 トレインフェスタ２号 

静岡行き（上り） 

トレインフェスタ３号 

浜松行き（下り） 

遠州鉄道→ 浜松発 9:20 東静岡発 14:49 

天竜浜名湖鉄道→ 掛川発 9:42 静岡発 14:58 

大井川鐵道→ 金谷発 9:56 金谷発 15:26 

静岡鉄道→ 静岡発 10:28 掛川発 15:39 

 東静岡着 10:32 浜松着 15:58 
 

◆車両 ３７３系車両（全車指定席：３両編成） 
 

 ◆運賃等 

全席指定席ですので、ご乗車の際、乗車券の他に急行券・指定席券が必要です。乗車前に

お買い求めください。急行券・指定席券は乗車日の１か月前の１０時から全国のＪＲの主な

駅・旅行会社の窓口で発売となります。 
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上段：運賃               （円）

下段：急行／指定席料金



◆特典 

ご乗車特典として、トレインフェスタに参加する静岡県内の鉄道事業者の車両等をデザイ

ンした「トレインポストカード」を車内でお一人様１セット（５枚）プレゼントします。 

・県内の鉄道事業者：伊豆急行株式会社､伊豆箱根鉄道株式会社､岳南電車株式会社 

静岡鉄道株式会社､大井川鐵道株式会社､天竜浜名湖鉄道株式会社 

遠州鉄道株式会社､日本貨物鉄道株式会社 

 

※「トレインポストカード」は全１３種類です。 

※「トレインポストカード」は、以下の各区間にてプレゼントします。 

「トレインフェスタ１号・４号」の車内（富士駅～東静岡駅間） 

 「トレインフェスタ２号・３号」の車内（金谷駅～静岡駅間） 

また、会場への往路となるトレインフェスタ１号・２号の同区間で引換券をお渡ししますので、「トレインフェスタ」

会場の当社ブースで「トレインポストカード」（３枚）とお引換えください。 

※「トレインポストカード」のデザインは往復分、ブース配布分でそれぞれ異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆装飾 

・専用ヘッドマークを掲出して運転します。 

・デザインのオレンジと青の線は臨時急行「トレインフェスタ号」が運行されるＪＲ東海道

線を、十字星は静岡県内の旅客営業の鉄道事業者を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆その他 

・荒天の場合等は、列車の運行を中止する場合があります。当日の運行状況はＪＲ東海テレ

フォンセンターにお問合わせください。（ＪＲ東海テレフォンセンター：050-3772-3910 サ

ービス番号２、年中無休 6：00～24：00） 

・列車が運転できない場合は、乗車券・急行券と指定席券を全額無手数料で払い戻します。 

  

▲トレインポストカード（イメージ） 

 

 

▲専用ヘッドマーク（イメージ） 



２．お得で便利な日帰り旅行商品 

ＪＲ東海ツアーズより、熱海駅、三島駅、沼津駅、吉原駅、富士駅、金谷駅、掛川駅、浜

松駅の各駅から「グランシップ トレインフェスタ２０１６」へのお出かけに、便利でお得

な旅行商品を発売しています。 

グランシップ（「トレインフェスタ」会場）・ツインメッセ静岡（「静岡ホビーショー」会

場）・タミヤ本社を循環できる臨時バス券３枚、トレインフェスタ会場で販売している静岡

県内の名物駅弁１，０００円分（税込）と引換えできる引換券がセットになった商品です。 

会場最寄り駅までの往復は臨時急行「トレインフェスタ号」の普通車指定席で、ゆったり

座ってご旅行いただけます。 
 

◆商品 名：臨時急行「トレインフェスタ号」で行く２０１６グランシップ  

トレインフェスタと静岡ホビーショー日帰りプラン 
 

◆設定期間：平成２８年５月１４日（土）～１５日（日）出発 
 

◆旅行区間：熱海駅､三島駅､沼津駅､吉原駅､富士駅､金谷駅､掛川駅､浜松駅から東静岡駅 
 

◆旅行代金：５，９００円（税込）（おとな１名様） 

      ４，５００円（税込）（こども１名様） 

※熱海・浜松発着、往復臨時急行「トレインフェスタ号」普通車指定席利用の場合。 
 

◆発売期間：平成２８年４月２８日（木）まで 
 

◆申込 先：ジェイアール東海ツアーズの各店舗、ジェイアール東海ツアーズコールセンター 

０１２０－９４５－３５５（平日 10 時～20 時、土日祝 10 時～18 時） 
 

◆申込期間：出発１６日前まで（お申し込みは、各店舗の営業時間内に限ります） 
 

◆商品内容 

・往復臨時急行「トレインフェスタ号」急行券・指定席券と乗車券 

・「臨時循環バス券」３枚 

・「トレインフェスタ」会場で利用できる「静岡県内名物駅弁１，０００円分（税込）」引換券 

※１，０００円以上の場合は、当日現地にて現金で差額をお支払いください。ご利用金額が満たなかった場合でも差額は

返金できません。 

※引換えできるのはグランシップ会場に設置された「自笑亭」「東海軒」「富陽軒」「桃中軒」の各ブースのみです。１０時

～１３時までにグランシップ会場の各ブースでお引換えください。各駅の店舗では引換えできません。また、駅弁の種

類によっては売切れとなる場合がございます。 

 

 ◆その他 

  上記の他、首都圏・中部・関西発着の往復新幹線利用の旅行商品もございます。 

※詳細は専用パンフレットまたはＪＲ東海ツアーズホームページ(http://www.jrtours.co.jp)

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

旅行商品パンフレット（イメージ） 

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


３．関連企画で「グランシップ トレインフェスタ２０１６」を盛り上げます 

（１）さわやかウォーキングの開催 

・開催日：平成２８年５月１４日（土） 

・静岡駅がスタート、「トレインフェスタ」会場のグランシップ（最寄駅：東静岡駅）が

ゴールです。コース途中で静岡銘菓「こっこ庵（安倍川もち工場）」や当社の静岡車両

区の一部をさわやかウォーキング参加者に限り見学することができる「さわやかウォ

ーキング２５周年記念コース」です。 

・スタート受付ではオリジナルバッジ（先着 4,000名）を、ゴール受付では「さわやか

ウォーキング２５周年オリジナルメモ帳」（先着 2,500名）をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

※静岡車両区の一部見学は「さわやかウォーキング」にご参加の方限定となります。 

  （静岡駅スタート受付にて配布のコースマップの提示が必要となります。） 

※掲載のコース詳細については、さわやかウォーキングのパンフレットまたはＪＲ東海のホームページ

（http://walking.jr-central.co.jp）をご覧ください。 

 

（２）「トレインフェスタ２０１６」会場での当社ブースの出展内容 

・子供用制服での撮影会、さわやかウォーキングマスコットキャラクターとの記念撮影な

どで皆様をおもてなしいたします。 

・臨時急行「トレインフェスタ号」１号・２号の車内で配布する引換券を当社ブースで提

示いただくと、「トレインポストカード」（３枚）をプレゼントします。 

※往路、復路で配布するポストカードとは別のデザインです。 

 

 

 

 

 

 

＜参考情報＞「グランシップ トレインフェスタ２０１６」イベント概要 
・開催期間：５月 14日（土）10：00～17：00、５月 15日（日）10：00～15：30 ※両日とも最終入場は終了の 30分前 

 ・会場：グランシップ芝生広場、大ホール、・海、中ホール・大地、会議ホール・風他 

 ・入場料：無料 

 ・主催：公益財団法人静岡県文化財団、静岡県 

 
【会場詳細】 

グランシップ広場：ミニ SL乗車会（乗車無料） 

１階メインエントランス：総合案内、鉄道グッズ販売、はじめての鉄道模型コーナー、グランシップわくわく見学ツアー 

１階中ホール・大地：ドクターイエローロードトレイン（１回 500円）、鉄道模型コーナー 

１階大ホール・海：鉄道模型コーナー（約 5,000輌の各種ゲージがジオラマ走行）、飲食・休憩コーナー 

３階共通ロビー：県内鉄道・沿線ＰＲ＆グッズ販売、県内名物駅弁販売 

３階大ホール（ホワイエ）：スタンプラリー記念品引換所、鉄道模型コーナー 

６階展示ギャラリー：鉄道工作教室(段ボールクラフト､列車のぬいぐるみ､木工電車工作所等:各コーナー1回 500円)､鉄道模型コーナー 

 10階展望ロビー：鉄道模型コーナー、喫茶・休憩コーナー 

 11階会議ホール・風：出張！原鉄道模型博物館、鉄道制服記念撮影なりきり写真館、鉄道おもちゃ販売コーナー 
※お問い合わせはグランシップチケットセンターまで 054-289-9000（10：00～18：30 休館日除く）※写真や商品等は全てイメージです。 

別紙３ 

▲トレインポストカード（イメージ） 

 

▲トレインフェスタ２０１５の様子 

 

 

▲昨年の当社ブースの様子 

 

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

