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愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

 
「愛知デスティネーションキャンペーン」の開催について 

 
愛知県とＪＲグループでは、大型観光キャンペーン「愛知デスティネーションキャンペー

ン（以下、愛知ＤＣ）」を、2018年 10月から 12月にかけて開催いたします。愛知県で実施

するデスティネーションキャンペーンは 13年ぶり 4回目となります。 

愛知県は、日本の礎を築いた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康をはじめとした英傑たちの歴

史遺産、長い歴史の中で培われた高度なものづくり文化、世界を牽引する最先端テクノロジ

ー、「醸し」の技術が育てた個性あふれる食文化、山車や花火などに代表される祭りと伝統

文化、山あり海ありの自然など、多彩な観光資源に溢れています。 

「未来クリエイター愛知 ～想像を超える旅へ。～」をテーマに、キャンペーン期間中は、

様々な特別企画をご用意し、愛知県の魅力を存分にお楽しみいただける旅をご提案します。

この機会に、ぜひ愛知の旅をお楽しみください。 

 

 

1．キャンペーン期間   2018年 10月 1日（月）～12月 31日（月） 

 

2．実 施 主 体   愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 

 

3．キャッチフレーズ   「未来クリエイター愛知 ～想像を超える旅へ。～」 

 

4．キャンペーンロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．キャンペーンの取り組み 

  （別紙 1）協議会の主な取り組み 

  （別紙 2）ＪＲグループの主な取り組み 

（別紙 3）ＪＲ東海グループの主な取り組み 

  （参 考）愛知ＤＣフリーきっぷ・愛知ＤＣ専用旅行商品 

 

 

 

世界を牽引する最先端テクノロジー。長い歴史の中で培われた高度な

ものづくり文化。日本の礎を築いた英傑たちの歴史遺産。この地方で

しか味わえない個性あふれる食文化。オリジナリティのあるエンター

テイメント。誇るべき農業や漁業、自然、祭り・・・ 

そこには、未来を創造してきたクリエイターたちがいました。 

そして、今でも未来を切り拓くクリエイター精神にあふれる地、それ

が愛知なのです。 

明日を明るく元気に生きていくエネルギーを充電する、想像を超える

エネルギーと感動に触れる旅へ誘います。 

愛知観光を牽引する最先端テクノロジーを象徴するロボットをモチ

ーフに、未来に向かって力強く進んでいく愛知を表現しています。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



協議会の主な取り組み 

 

1．キャンペーンイチオシ企画 

 

（1）名古屋城 

 

① 名古屋城本丸御殿 重要文化財「竹林
ちくりん

豹
ひょう

虎図
こ ず

」の特別展示 

本年 6月 8日（金）に完成公開した本丸御殿内に 

重要文化財の障壁画「竹林豹虎図」を実際に設置 

して特別に展示します。焼失前の本丸御殿の雰囲 

気を感じていただける、またとない機会です。 

【開催期間】2018年 9月 29日（土）～10月 22日（月） 

【場  所】名古屋城本丸御殿 

     【時  間】9:00～16:30（本丸御殿への最終入場 16:00） 

      ※時間はイベント等で変更となる場合があります。 

     【問合せ先】名古屋城総合事務所 ℡052-231-1700 

 

② 名古屋城 重要文化財「東南隅
すみ

櫓
やぐら

」「西南隅
すみ

櫓
やぐら

」「西北隅
すみ

櫓
やぐら

」の公開 

      空襲で焼けなかった江戸時代からの建造物で重要文化財の 

東南、西南、西北の３つの隅櫓を期間限定で公開します。 

        【開催期間】2018年 11月 10日（土）～11月 25日（日） 

 【場  所】名古屋城 

     【時  間】9:00～16:30  

※時間はイベント等で変更となる場合があります。 

【問合せ先】名古屋城総合事務所 ℡052-231-1700 

 

③ 名古屋城本丸御殿特別鑑賞プラン 

名古屋城閉園後、夕暮れ時の本丸御殿を係員ガイドの 

案内付きでゆったりとご覧いただける特別鑑賞プランです。 

【開催期間】2018年 12月 28日（金）まで 

  【時  間】16:45～17:30（8月 31日(金)までは 17:45～18:30） 

  【人 数】各日 40名まで 

  【価  格】お一人様 大人 600円、名古屋市内高齢者（65歳以上）200円、 

中学生以下・障害者手帳お持ちの方 100円 

（※名古屋城観覧料含む） 

    【予  約】希望利用日の 7日前まで 

    【問合せ先】株式会社観光販売システムズ ℡052-253-6324 

       ※WEBからの申し込みも可能です。詳しくは「VISIT愛知県」にて検索してください。 

 

   ※天守閣木造復元事業に伴う調査及び工事のため、名古屋城天守閣には入場できません。 
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※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

名古屋城本丸御殿 

重要文化財「西南隅櫓」 

重要文化財「竹林豹虎図」 

名古屋城総合事務所 所蔵 



（2）吉田城 鉄 櫓
くろがねやぐら

手筒花火特別放揚 

通常は決まった祭礼や「炎の祭典」でしかご覧になれない 

手筒花火を、特定日に吉田城鉄櫓前広場にて特別放揚します。 

会場では太鼓の演奏や記念撮影、五平餅や味噌おでんなども 

お楽しみいただけます。※席には限りがあり、お立ちいただく場合があります。 

      【開催期間】2018年 11月 17日（土）、18日（日）、 

23日（金・祝）、24日（土）、25日（日） 

      【場  所】吉田城鉄櫓前広場 

     【時  間】16:45～17:45（予定） 

【問合せ先】（一社）豊橋観光コンベンション協会 ℡0532-54-1484 

 

（3）城とまちミュージアム（犬山市文化史料館・犬山城白帝文庫歴史文化館） 

 

① 史跡指定記念特別展 犬山城 

犬山城は標高約 85ｍの城山を中心に、山の斜面を利用して 

5つの曲輪を構成していました。山頂部に築かれた天守は 

1935年に国宝の指定を受けました（1952年に再指定）が、 

その周囲の城跡は未指定でした。 

しかし、2018 年 2 月 13 日付で城山と三光寺山一帯が「犬山城跡」として国の史

跡に指定されました。このことを記念して本展では古文書・絵図・出土品などか

らわかる犬山城の江戸時代までの姿に加え、近代の歩みと昭和の大修理までを含

めた犬山城の歴史と構造を探ります。 

      【開催期間】2018年 10月 4日（木）～11月 5日（月） 

     【時  間】9:00～17:00（最終入館 16:30） 

 

② 特別公開 長篠・長久手合戦図 

犬山城白帝文庫が所蔵する長篠と長久手合戦図屏風の正本を特別公開します。 

「長篠合戦図」には初代犬山城主・成瀬正成の父・正一が、 

「長久手合戦図」には正成の初陣の勇姿が描かれています。 

また、「長篠合戦図」は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が 

同じ場面に登場し、武田方との激突シーンも描かれた最も 

有名な作品です。 

      【開催期間】2018年 11月 7日（水）～12月 4日（火） 

      【時  間】9:00～17:00（最終入館 16:30） 

 

   ※問合せ先 城とまちミュージアム ℡0568-62-4802 

 

（4）博物館明治村 

 

① 特別展「新しき道～世界を知り、道を拓く～」 

近代化の進んだ欧米の様子を目の当たりにした当時の人々の 

驚きを克明に記した手記や画像資料（版画や写真）などを 

通して紹介します。また、海外で見聞を得た人々が、 

豊橋手筒花火 

帝国議会議事堂之図 

長篠合戦図屏風 

城とまちミュージアム 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



その後の日本の近代化に果たした事績を絵画作品や歴史資料で紹介いたします。 

本展では、岩倉遣欧使節団に同行した久米邦武が記したメモや、彼が著した「米

欧回覧実記」の挿絵に用いられた銅版画の試し刷り（久米邦武のメモ入り）を展

示する他、海外で見聞したことから始まった日本赤十字社や日本の洋風建築の到

達点とされる東宮御所で使用された家具を紹介いたします。 

      【開催期間】2018年 9月 29日（土）～12月 16日（日） 

【場  所】明治村内 2丁目 千早赤阪小学校講堂 

 

② 「明治天皇御料車」「昭憲皇太后御料車」の特別公開 

      日本の伝統工芸技術の粋を集めたといわれる 

明治天皇の「6号御料車」、最初の皇后用御料車として 

制作された「5号御料車」の内部を公開します。 

     【開催期間】2018年 10月 20日（土）～11月 11日（日） 

      【場 所】明治村内 1丁目 鉄道局新橋工場 

【時  間】10:30～12:00、13:00～15:00 

 

    ※問合せ先 博物館明治村 ℡0568-67-0314 

 

（5）徳川美術館 特別展「源氏物語の世界 ―王朝の恋物語―」 

 

   古典文学の最高峰の一つとして、成立以来長らく愛読されてきた『源氏物語』。現存

する最古のテキストであり、最古の絵画作例でもある国宝「源氏物語絵巻」とともに、

平安から江戸時代の写本や注釈書、絵画作品などを 

一堂に展示し、源氏物語愛好の歴史を振り返ります。 

期間中、「国宝 源氏物語絵巻 橋姫」ほか４場面は、 

場面を入れ替えて常時展示します。また、隣接する 

蓬左文庫では企画展「徳川慶勝の幕末維新」を開催します。 

    【開催期間】2018年 11月 3日（土・祝）～12月 16日（日） 

    【場 所】徳川美術館 本館展示室 

【時  間】10:00～17:00（最終入館 16:30） 

 

   ※問合せ先 徳川美術館 ℡052-935-6262 

 

（6）鳳来寺山 特別拝観プレミアムガイドツアー 

 

   鳳来寺山歴史ガイドの会がご案内する鳳来寺山ガイドツアー。 

鳳来寺本堂内の十二神将「真
しん

達
だ

羅
ら

大将」や重要文化財である 

鳳来山東照宮の御宮殿を特別公開。徳川家康公生誕の謎に 

迫ります。 

     【開催期間】2018年 10月 14日（日）・21日（日）、 

11月  4日（日）・18日（日）、 

               12月  2日（日）・16日（日） 

    【集合時間】9:30 

国宝 源氏物語絵巻 橋姫 絵 徳川美術館蔵 

明治天皇御料車 

真達羅大将 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



    【集合場所】鳳来寺山パークウェイ 山頂駐車場 

    【定  員】各回 20名（最低催行人数 5名） 

    【価  格】1,500円（小学生以下 500円） 

          ※鳳来寺及び東照宮の拝観料が含まれます。 

    【予  約】ツアー開催日の 6日前まで 

     【申 込 先】新城市観光協会 ℡0536-29-0829 

       ※本ガイドツアーに合わせて、湯谷温泉⇔鳳来寺山頂に無料シャトルバスを 

運行します。ご利用の方は、ガイドツアーと同時にお申込みください。 

       ※自家用車の場合は、駐車料金 510円（普通車）、1,030円（大型車）、210円

（二輪車）が必要となります。 

 

（7）リニア・鉄道館 

 

普段は車内を見ることができない以下の車両を入館料のみでお楽しみいただけます。 

① 300 Ｘ
エックス

、モハ 52の特別公開 

     電車方式で当時の世界最速を記録した 

「955形新幹線試験電車（通称：300Ｘ）」、 

戦前に京阪神間の急行電車として活躍した 

「モハ 52形式電車」の車内を特別公開します。 

     【開催期間】2018年 10月 1日（月）～12月 27日（木）（休館日除く） 

     【時  間】10:00～17:30（最終入館 17:00） 

     【参加方法】開館中は、自由にご覧いただけます。 

 

② モハ 63の特別公開 

     収蔵車両エリアに展示している「モハ 63形式電車」を特別に公開します。 

     【開催期間】2018年 10月 6日（土）～12月 24日（月・祝）の土休日 

            ※ただし、10月 8、20、21日を除く 

【時  間】10:30～、13:30～の各日 2回 

     【参加方法】事前の申込み（電話）にて予約受付 

     【予  約】希望日の前日 17:00まで 

※ご予約状況によっては、ご希望の日時に 

            添えない場合がございますので、 

予めご了承ください。 

     【申 込 先】リニア・鉄道館  ℡052-389-6100  

955形（通称：300Ｘ） 

モハ 63形式 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



 

2．周遊バス 

  期間中、駅と宿泊エリアを結ぶ個人向けの周遊バスを全 18 コース運行します。途中で

観光もできるお得なワンコインバスです。 

    【価  格】お一人様 500円（※（6）のみ、3,000円） 

    【予  約】利用日の前日 17:00まで 

    【申 込 先】株式会社観光販売システムズ ℡052-253-6324 

      ※事前予約が必要です。 

※各観光地では自由見学となります。入館料等は含まれておりません。各自現

地払いとなります。 

      ※体験等は、お客様各自でご予約ください。 

      ※簡単なアンケートにご協力いただきます。 

      ※WEB からの申し込みも可能です。詳しくは「VISIT 愛知県」にて検索してく

ださい。 

 

 ＜駅⇒宿泊エリア＞ 

 （1） 開運！信長出世街道＆国宝犬山城をゆく 

    【運 行 日】2018年 10月 6日（土）、13日（土） 

    【立 寄 地】豊明市、清須市、小牧市、犬山市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 10:30 発⇒桶狭間古戦場伝説地⇒清州城⇒小牧山城⇒

国宝犬山城⇒犬山城地区宿泊施設 17:00 着⇒名鉄犬山遊園駅 17:20

着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

10:10集合 

 

 （2） 小説やテレビで有名な徳川家康公生誕ゆかりの地を巡るスペシャルツアー 

    【運 行 日】2018年 10月 6日（土）、13日（土） 

    【立 寄 地】新城市、豊田市、岡崎市 

【ル ー ト】ＪＲ本長篠駅 10:55発⇒鳳来山東照宮・鳳来寺⇒道の駅もっくる新城

⇒ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎⇒松平郷（松平東照宮・高月院）⇒岡崎公園周

辺宿泊施設 17:40着⇒名鉄東岡崎駅 17:50着 

    【集合場所】ＪＲ本長篠駅 10:45集合（※豊橋駅 10:08発⇒本長篠駅 10:45着） 

 

 （3） 竜の子街道・女性も楽しめる酒蔵巡りツアー 

    【運 行 日】2018年 10月 6日（土）、11月 17日（土） 

    【立 寄 地】常滑市、半田市、碧南市、西尾市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 10:30発⇒盛田 味の館⇒國盛 酒の文化館⇒相生ユニビ

オ⇒山﨑合資会社⇒吉良温泉 17:00着⇒名鉄西尾駅 17:40着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

10:10集合 

 

 （4） かわら美術鑑賞と和食の原点「だし」と「うまみ」を堪能するグルメ旅 

    【運 行 日】2018年 10月 13日（土）、20日（土） 

別紙 1-2 

 

 



    【立 寄 地】高浜市、碧南市、半田市、武豊町、美浜町、南知多町 

【ル ー ト】ＪＲ三河安城駅 10:00発⇒高浜市やきものの里かわら美術館⇒七福醸

造ありがとうの里⇒蔵のまち・半田散策⇒日本三大醸郷・武豊散策⇒

河和港 16:45着⇒名鉄内海駅 17:00着 

    【集合場所】ＪＲ三河安城駅東海道本線北口 9:50集合 

 

 （5） 心もカラダもキレイになる旅 

    【運 行 日】2018年 10月 20日（土）、27日（土） 

    【立 寄 地】東栄町、豊根村 

【ル ー ト】ＪＲ湯谷温泉駅 11:00 発⇒のき山学校⇒茶臼山高原⇒ＪＲ湯谷温泉 

駅 17:20着 

【集合場所】ＪＲ湯谷温泉駅 10:53集合（※豊橋駅 10:08発⇒湯谷温泉駅 10:53着） 

 

 （6） 地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアー 

    【運 行 日】2018年 10月 27日（土）、11月 23日（金・祝） 

    【立 寄 地】西尾市、碧南市、半田市、常滑市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 9：30発⇒あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く⇒衣

浦グランドホテル⇒半田赤レンガ建物⇒やきもの散歩道⇒吉良温泉

17:30着⇒名鉄西尾駅 18:00着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

9:10集合 

 

 （7） お花とお抹茶で楽しむ三河路・女子旅（男性も大歓迎） 

    【運 行 日】2018年 11月 3日（土・祝）、10日（土） 

    【立 寄 地】安城市、西尾市、蒲郡市 

【ル ー ト】ＪＲ三河安城駅 10:00発⇒丈山苑⇒安城市産業文化公園デンパーク⇒

抹茶工場見学⇒西尾市歴史公園⇒吉良温泉 15:40 着⇒名鉄西浦駅

16:20着⇒形原温泉 16:30着⇒ＪＲ・名鉄蒲郡駅 16:50着⇒竹島園地

16:55着⇒三谷温泉 17:00着 

    【集合場所】ＪＲ三河安城駅東海道本線北口 9:50集合 

 

 （8） 幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウの町散策とキリンビール工場見学 

    【運 行 日】2018年 11月 24日（土）、12月 1日（土） 

    【立 寄 地】清須市、稲沢市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 10:45発⇒そぶえイチョウ黄葉まつり⇒善光寺東海別院

⇒キリンビール名古屋工場⇒ＪＲ名古屋駅 17:10着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

10:25集合 

 

 （9） 東海道二川宿散策と紅葉＆桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の三河手筒花火鑑賞  

【運 行 日】2018年 11月 24日（土）、25日（日） 

    【立 寄 地】豊橋市 

【ル ー ト】ＪＲ・名鉄豊橋駅 12:20発⇒旧東海道二川宿散策⇒有楽製菓⇒普門寺



もみじ祭り⇒豊橋手筒花火鑑賞⇒ＪＲ・名鉄豊橋駅 17:40着 

    【集合場所】ＪＲ・名鉄豊橋駅改札口前 12:10集合 

 

 ＜宿泊エリア⇒駅＞ 

（10）ユネスコ無形文化遺産「須成祭」と「尾張津島天王祭」ゆかりのまち歩きと七宝焼体験 

    【運 行 日】2018年 10月 7日（日）、14日（日） 

    【立 寄 地】蟹江町、愛西市、津島市、あま市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 9:00 発⇒蟹江町まち歩き⇒道の駅立田ふれあいの里⇒

津島まち歩き⇒あま市七宝焼アートヴィレッジ⇒ＪＲ名古屋駅 17：

30着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

8:40集合 

 

（11）布好き必見！日本三大綿織物「知多木綿」と「有松絞り」でオリジナル作品をつくろう 

    【運 行 日】2018年 10月 14日（日）、21日（日） 

    【立 寄 地】常滑市、知多市、名古屋市 

【ル ー ト】師崎港 9:45 発⇒名鉄内海駅 10:15 発⇒名鉄常滑駅 11:00 発⇒やきも

の散歩道⇒岡田の古い町並み⇒有松の町並み・・（徒歩）・・名鉄有松

駅 16:00着 

【集合場所】師崎港 9:35集合／名鉄内海駅 10:05集合／名鉄常滑駅 10:50集合 

 

（12）知多の味覚をまるかじり！秋にこそ食したい新鮮魚介ショッピングと味覚狩り 

    【運 行 日】2018年 10月 21日（日）、28日（日） 

    【立 寄 地】南知多町、美浜町、常滑市 

【ル ー ト】師崎港 9:45 発⇒名鉄内海駅 10:15 発⇒ジョイフルファーム鵜の池⇒

魚太郎⇒盛田 味の館⇒名鉄常滑駅 14:40着 

【集合場所】師崎港 9:35集合／名鉄内海駅 10:05集合 

 

（13）縁結びから子宝・安産・授乳まで、御利益いっぱいの開運！尾張御朱印旅 

    【運 行 日】2018年 10月 28日（日）、11月 4日（日） 

    【立 寄 地】犬山市・小牧市 

【ル ー ト】犬山城前観光案内所 12:30発・・（徒歩）・・三光稲荷神社⇒大縣神社

⇒田縣神社⇒間々観音⇒ＪＲ名古屋駅 16:40着 

    【集合場所】犬山城前観光案内所 12:20集合 

 

 （14）カメラ必携！天空の山城と紅葉・四季桜を巡る、絶景の三河路 

    【運 行 日】2018年 11月 18日（日）、25日（日） 

    【立 寄 地】設楽町、豊田市 

【ル ー ト】ＪＲ湯谷温泉駅 9:00 発⇒田峯地区（田峯城、田峰観音）⇒ほうらい

せん吟醸工房⇒香嵐渓・足助の古い町並み⇒小原四季桜（川見地区）

⇒ＪＲ名古屋駅 17:30着 

    【集合場所】ＪＲ湯谷温泉駅 8:50集合 

 



（15）とっておき！ブラリ「せともの」探訪＆普段は見られない！廃線の森に広がる絶景紅葉 

    【運 行 日】2018年 11月 25日（日）、12月 2日（日） 

    【立 寄 地】春日井市、瀬戸市、名古屋市 

【ル ー ト】ＪＲ名古屋駅 9:00 発⇒愛岐トンネル群⇒瀬戸蔵ミュージアム⇒瀬戸

のまち散策⇒文化のみち⇒ＪＲ名古屋駅 17:05着 

    【集合場所】ＪＲ名古屋駅太閤通口・エスカ地下街ツアーバス受付カウンター前 

8:40集合 

 

（16）「蒲郡みかん」食べ放題とパワースポット・豊川稲荷＆砥鹿神社参拝、ご昼食は   

豊川稲荷門前町で！ 

【運 行 日】2018年 11月 25日（日）、12月 2日（日） 

    【立 寄 地】蒲郡市、豊川市 

【ル ー ト】吉良温泉 8:40 発⇒名鉄西浦駅 9:20 発⇒形原温泉 9:30 発⇒ＪＲ・名

鉄蒲郡駅 9:50 発⇒竹島園地 9:55 発⇒三谷温泉 10:20 発⇒蒲郡オレ

ンジパーク⇒豊川稲荷⇒砥鹿神社（里宮）⇒大和の大いちょう⇒ＪＲ

豊川駅・名鉄豊川稲荷駅 16:15着 

【集合場所】吉良温泉 8:30集合／名鉄西浦駅 9:10集合／形原温泉 9:20集合／ 

       ＪＲ・名鉄蒲郡駅南口ロータリー9:40 集合／竹島園地 9:45 集合／  

三谷温泉 9:50集合 

 

＜駅⇔宿泊エリア＞ 

（17）遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」と秋の潮風感じる伊良湖岬散歩

（11/10、11は、全国丼サミット開催中） 

    【運 行 日】2018年 11月 3日（土・祝）、10日（土） 

    【立 寄 地】田原市 

【ル ー ト】豊橋鉄道三河田原駅 11:00 発⇒サンテパルクたはら⇒伊良湖岬周辺 

散策・・（徒歩）・・道の駅伊良湖クリスタルポルト 15:50着 

    【集合場所】豊橋鉄道三河田原駅 10:50集合 

（※豊橋鉄道渥美線 新豊橋駅 10:15発⇒三河田原駅 10:50着） 

 

（18）秋の潮風感じる伊良湖岬散歩と遊んで・食べて・体験できる「サンテパルクたはら」

（11/10、11は、全国丼サミット開催中） 

    【運 行 日】2018年 11月 4日（日）、11日（日） 

    【立 寄 地】田原市 

【ル ー ト】道の駅伊良湖クリスタルポルト 11:10発・・(徒歩)・・伊良湖岬周辺

散策⇒サンテパルクたはら⇒豊橋鉄道三河田原駅 15:30着 

    【集合場所】道の駅伊良湖クリスタルポルト 11:00集合 

 

  



 

ＪＲグループの主な取組み 

 

1．観光列車 

 

＜観光列車の共通ポイント＞ 

・乗車証明書と特製ノベルティ「クッピーラムネ」（愛知ＤＣ限定版）を配布。 

・一部区間・駅において、地元自治体やＪＲ東海の乗務員などによるおもてなしを実施。 

※乗車証明書はお一人様 1部限りです。また、列車ごとに配布区間・デザインが異な 

 ります。 

※特製ノベルティ「クッピーラムネ」（愛知ＤＣ限定版）はお一人様 1点限りです。 

 

 

 

 

 

 

①武将隊列車 

本キャンペーンのキャッチコピーにも使われている「未来クリエイター」を冠した観光

列車「快速未来クリエイター☆信長」「快速未来クリエイター☆秀吉」「快速未来クリエイ

ター☆家康」を、ラッピング車両にて運行します。 

 

＜武将隊列車のポイント＞ 

・「名古屋おもてなし武将隊®」（武将 1名＋陣笠 1名）が一部区間乗車し、車内でおもて

なしを実施。 

・「快速未来クリエイター☆秀吉」「快速未来クリエイター☆家康」は愛知環状鉄道に乗

り入れます。 

 ※団体専用臨時列車です。旅行商品のみで発売いたします。 

※乗車する武将は予告なく変更になる場合があります。 

 

種 別 快速※団体専用 運行日 2018年 9月 30日（日）、10月 6日（土） 

列車名 未来クリエイター☆信長 編 成 ラッピング車両 

停車駅・ 

時刻 

 

 

 

ヘッド 

マーク 

 

おもてなし 岡崎市・新城市・豊川市・豊橋市が、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・旅行商品のみで発売します。（ＪＲの駅できっぷ単独での発売はしません。）お問合

せは下記旅行会社までお願いします。 

乗車証明書（一例）   「クッピーラムネ」（愛知ＤＣ限定版） ラッピング車両（313系 8000番 3両編成） 

※尾張一宮→名古屋間は、普段営業列車が

通らない稲沢線（貨物線）を経由します。 

別紙 2-1 

 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



種 別 快速※団体専用 運行日 2018年 11月 3日（土・祝）、4日（日） 

列車名 未来クリエイター☆秀吉 編 成 ラッピング車両 

停車駅・ 

時刻 

 

 

 

ヘッド 

マーク 

 

おもてなし 犬山市・清須市・瀬戸市・名古屋市が、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・旅行商品のみで発売します。（ＪＲの駅できっぷ単独での発売はしません。）お問合

せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

 

種 別 快速※団体専用 運行日 2018年 12月 1日（土）、2日（日） 

列車名 未来クリエイター☆家康 編 成 ラッピング車両 

停車駅・ 

時刻 

 

 

 

ヘッド 

マーク 

 

おもてなし 
小牧市・瀬戸市・西尾市・半田市・大府市・武豊町・東浦町が、駅や車内で皆様をも

てなします。 

その他 

・旅行商品のみで発売します。（ＪＲの駅できっぷ単独での発売はしません。）お問合

せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

 

②地元タイアップ観光列車 
尾張・知多・三河エリアを盛り上げるべく、各エリアの特色を押し出した観光列車を運

行します。地元の方々と一体となっておもてなしを実施する列車にご乗車いただき、沿線

の魅力あふれる観光地を巡る旅へお出かけください。 

・各列車とも全車指定席です。ご利用には、乗車券の他に指定席券が必要です。 

・指定席券は乗車日の 1か月前の午前 10時から全国のＪＲの主な駅で発売します。 

種 別 快速 運行日 
2018年 10月 8日（月・祝）、11月 11日（日） 

12月 8日（土） 

列車名 モーニングトレイン一宮 編 成 ラッピング車両 

停車駅・ 

時刻 

 

 
ヘ ッ ド

マーク 

 

おもてなし 一宮市・稲沢市が、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・各運行日に、尾張一宮駅前ビル 3階「シビックテラス」にて、一宮モーニングのイ

ベント「おもてなしモーニング café」が開催される予定です。 

・本列車は旅行商品でも販売します。お問合せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

ＪＲ岡崎駅から愛知環状鉄道へ乗り入れます。 

 

※名古屋→尾張一宮間は、普段営業列車が 

通らない稲沢線（貨物線）を経由します。 

※時刻は確定次第改めてお知らせします 

ＪＲ岡崎駅から愛知環状鉄道へ乗り入れます。 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



種 別 快速 運行日 2018年 10月 20日（土）、11月 17日（土） 

列車名 知多鉄道酢トーリー 編 成 
10/20：ラッピング車両 

11/17：キハ 75形（3両編成） 

停車駅・ 

時刻 

 
ヘッド 

マーク 

  

おもてなし 

10月：知多市・半田市・阿久比町・武豊町・南知多町・美浜町が、駅や車内で皆様を

もてなします。 

11月：大府市・常滑市・武豊町・東浦町が、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・日本最古といわれる現役駅舎がある亀崎駅と、日本最古といわれる跨線橋がある半

田駅に途中停車します。 

・半田駅横レンガ造りの油庫を特別公開します。※乗車証明書の提示が必要です。 

・半田市鉄道資料館にて、愛知ＤＣ限定来館記念入場券をプレゼントします。 

 ※乗車証明書の提示が必要です。お一人様 1部限りです。 

・本列車は旅行商品でも販売します。お問合せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

 

種 別 快速 運行日 2018年 11月 23日（金・祝）、24日（土） 

列車名 おいでん奥三河 編 成 キハ 75形（2両編成） 

停車駅・ 

時刻 

 
ヘッド 

マーク 

 

おもてなし 新城市、設楽町、東栄町、豊根村が、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・ＪＲ飯田線の愛知県最北駅で、鬼面を模した駅舎を持つ東栄駅まで運転します。 

・本列車は旅行商品でも販売します。お問合せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

 

③ＤＣコラボ列車 

2017 年 7 月～9 月に開催された信州ＤＣの開催地の長野県と愛知県、2019 年 4 月～6 月

に開催される静岡ＤＣの開催地の静岡県と愛知県を結ぶＤＣコラボ列車を運転します。 

種 別 快速※団体専用 運行日 2018年 9月 30日（日） 

列車名 愛知ＤＣしなの号 編 成 189系（6両編成） 

停車駅・ 

時刻 

 

 
ヘッド 

マーク 

 

その他 

・本列車では、地元自治体によるおもてなしは実施いたしません。 

・旅行商品のみで発売します。（ＪＲの駅できっぷ単独での発売は致しません。）

お問合せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

ラッピング車両版   キハ７５形版 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



種 別 急行 運行日 2018年 12月 15日（土） 

列車名 愛知☆静岡ＤＣトレイン 編 成 
名古屋発：373系（3両編成） 

静岡発：キハ 75形（3両編成） 

停車駅・ 

時刻 

 

 
ヘッド 

マーク 

 

おもてなし 蒲郡市、幸田町などが、駅や車内で皆様をもてなします。 

その他 

・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。 

・急行券・指定席券は、乗車日の 1か月前の午前 10時から全国のＪＲの主な駅で

発売します。 

・【名古屋発】のみ、特製ヘッドカバーを設置します。 

・本列車は旅行商品でも販売します。お問合せは下記旅行会社までお願いします。 

 

 

 

④観光列車の旅行商品に関するお問合せ先 

 

 ・株式会社阪急交通社  

中部トラピックス国内 ℡052-563-0500 

※愛知ＤＣしなの号については、阪急交通社トラピックス東京国内（03-6745-1300） 

までお問い合わせください。 

※愛知☆静岡ＤＣトレインの【静岡発】については、阪急交通社静岡支店国内（℡054-

273-6211）までお問い合わせください。 

 

・クラブツーリズム株式会社   

名古屋国内旅行センター ℡052-300-0022 

※愛知ＤＣしなの号については、クラブツーリズム国内旅行センター（℡03-5998-

2000）までお問い合わせください。 

 

・株式会社ジェイアール東海ツアーズ  

ぷらっと・旅コールセンター ℡0120-945-355 

 

・株式会社びゅうトラベルサービス 

 びゅう予約センター長野 ℡026-227-6809 

 

 

  

373 系版   

 

【名古屋発】        

※時刻は確定次第改めてお知らせします。 
キハ 75 形版   

 

【静岡発】        

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



 

2．記念きっぷ 

 

愛知ＤＣ開催にあたり、県内の鉄道事業者との共同企画として、武将に関連した各鉄

道事業者の駅を含むきっぷ（乗車券）と台紙をセットにした「愛知デスティネーションキ

ャンペーン記念きっぷ」を 2,000セット限定で発売いたします。 

 

◇発売開始日時：2018年 9月 30日（日）8:00～ 

 ※発売期間は 2018年 10月 31日（水）まで。売切れ次第終了となります。 

  ※発売開始時刻は変更になる場合があります。 

◇発売箇所（発売セット数）：ＪＲ豊橋駅（1,000セット） 

ＪＲ金山駅（1,000セット） 合計 2,000セット 

※9月 30日（日）のみ、各駅とも臨時発売所を設置する予定です。 

＜臨時発売所＞ 

ＪＲ豊橋駅：東口きっぷうりば前（在来線側） 

※西口きっぷうりば（新幹線側）では発売しません。 

ＪＲ金山駅：自由通路（イベントスペース） 

◇商品内容：各鉄道事業者の駅を発駅とするきっぷと愛知ＤＣを記念した専用の台紙、  

各きっぷに関連した武将観光情報がセットになっています。 

 

鉄道事業者名 発駅など 金額 

愛知環状鉄道株式会社 中岡崎 170 円 

愛知高速交通株式会社 長久手古戦場 170 円 

株式会社東海交通事業 小田井 230 円 

近畿日本鉄道株式会社 近鉄蟹江 150 円 

豊橋鉄道株式会社 市内線全線均一 150 円 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 大曽根 200 円 

名古屋市交通局 市役所 200 円 

名古屋鉄道株式会社 東岡崎 170 円 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 荒子 200 円 

東海旅客鉄道株式会社 
名古屋 170 円 

長篠城 190 円 

※きっぷの内容は変更になる場合があります。 

◇発売金額：1セット 2,000円 ※お一人様 5セットまで。 

◇その他：券番を指定してのご購入はできません。お支払いは現金のみとさせていただ

きます。（交通系ＩＣカードやクレジットカード等は、ご利用いただけません。）事前申

込・郵送は受け付けておりませんので、発売駅にて直接お買い求めください。 

 

 

 

  

※写真・イラストは、すべてイメージです。 
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3．さわやかウォーキング 

 

1991 年にスタートし、累計参加者が 500 万人を突破した「さわやかウォーキング」で

は、この秋、「愛知デスティネーションキャンペーン開催記念コース」を開催します。記

念コースは、「三英傑スタンプラリーコース」「愛知県内鉄道コラボコース」「車両基地公

開コース」の 3種類を設定。愛知ＤＣ開催を記念した特別コースへ是非ご参加ください。 
 

（1）三英傑スタンプラリーコース 

開催日 スタート駅 コース名 

① 2018 年 10月  7日（日) 
名鉄名古屋本線 

国府宮駅 

初秋の国府宮詣でと、トヨタ名古屋自動

車大学校旧車見学と清洲城信長まつり

を訪ねて 

② 2018 年 10月 27日（土） 
東海道本線 

名古屋駅 

来てちょ～だゃ～ 

名古屋の産業をめぐって秀吉生誕の地 

中村へ！！ 

③ 2018 年 11月  3日（土・祝） 
愛知環状鉄道 

北岡崎駅 

岡崎城下 

家康公秋まつりと岡崎の今昔を巡る 

④ 2018 年 11月 11日（日） 
飯田線 

長篠城駅 

秋風が心地よい新城へようこそ 

長篠の戦いの地へいざ出発！ 

⑤ 2018 年 11月 18日（日) 
東海道本線 

共和駅 

戦国時代にタイムスリップ！！ 

有松絞りと桶狭間の戦いゆかり巡りウ

ォーキング 

スタンプ 

ラリー 

概要 

・各コースのゴール受付で「専用スタンプカード」をお渡しします。 

・上記 5コース中、3コースを踏破された方先着 5,000名様に「完歩記念バッジ」を

プレゼント！ 

・5コース踏破された方先着 2,000名様に「踏破記念扇子」をプレゼント！ 

 

 

 

 

 

※「完歩記念バッジ」「踏破記念扇子」はそれぞれお一人様 1個限りです。 

各コース 

参加特典 

・各コースご参加の方にゴールにて先着で「絵巻物バッジ」をプレゼントします。 

・全 5種類全てを、「完歩記念バッジ」と一緒に並べると絵巻物のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「絵巻物バッジ」は各コースお一人様 1個限りです。 

※「絵巻物バッジ」の配布数は、コースによって異なります。詳細はＪＲ東海のさ

わやかウォーキングホームページ（http://walking.jr-central.co.jp/）にて、今

後順次ご案内してまいります。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

完歩記念バッジ 踏破記念扇子 

絵巻物バッジ（全 5種類）    

一緒に並べたイメージ 

①10／7開催分   ②10／27開催分    ③11／3開催分   

④11／11開催分       ⑤11／18開催分 
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（2）愛知県内鉄道コラボコース 

 

（3）車両基地公開コース 

開催日 公開箇所 イベント内容 

① 2018年 10月 14 日（日） 
ＪＲ東海神領車両区 

（春日井市） 

・乗務員、車両区係員によるお仕事紹介 

・ラッピング車両の展示  

・地元高校生によるパフォーマンス 等 

② 2018年 11月 18 日（日） 
あおなみ線潮凪車庫 

（名古屋市） 

・愛知県内鉄道 4社車両展示 

・なりきり車掌体験 

・保守用車乗車体験 等 

③ 2018年 12月 15 日（土） 
リニモ車両基地 

（長久手市） 

・車両基地見学 

・模型を使った浮上実験 

・子ども制服試着体験 等 

※車両基地公開コースのイベント内容は予告なく変更となる場合があります。 

開催日 コラボ事業者 コース名 

① 2018年  9月 15 日（土）  からくり山車の田原まつりと田原の街中堪能ウ

ォーキング 

② 2018年 9月 29 日（土）  ユネスコ無形文化遺産「須成祭」の歴史と蟹江

のんびりウォーク 

③ 2018年 9月 30 日（日）  
日本遺産のまち 瀬戸市で福さがし！ 

「来る福 招き猫まつり」めぐり 

④ 2018年 9月 30 日（日）  家族で楽しめる半田の歴史・文化満喫ウォーキ

ング 

⑤ 2018年 10月  7日（日） 
 初秋の国府宮詣でと、トヨタ自動車大学校旧車

見学と清洲城信長まつりを訪ねて 

⑥ 2018年 11月 18 日（日） 

 

 

 

 

秋風薫る「荒子川公園」とあおなみ線車庫を巡

り、リニア・鉄道館へ 

⑦ 2018年 12月  9日（日）  
モノづくり支えた中川運河、レトロとモダンな

魅力を発見コース 

⑧ 2018年 12月 15日（土） 
 

 
家族みんなでＬｅｔ’ｓ Ｇｏ！リニモの魅力

再発見ウォーキング 

参加特典 

各コースへご参加の方にゴールにて先着で「連結できるコラボチャーム」をプレゼン
トします。 

 

 

 

 

 

 

 

※「連結できるコラボチャーム」は各コースお一人様 1個限りです。 
※「連結できるコラボチャーム」の配布数はコースによって異なります。詳細はＪ

Ｒ東海さわやかウォーキングホームページ（http://walking.jr-central.co.jp/）

にて、今後順次ご案内してまいります。 

連結したイメージ 

①9/15 開催分 ②9/29 開催分 ③9/30 開催分 

⑥11/18 開催分 ⑦12/9 開催分 ⑧12/15 開催分 

連結できるコラボチャーム（全 7種類） 

④9/30 開催分 

⑤10/7 開催分 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

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


 

4．愛知ＤＣオープニングイベント 

 

 9月 30日（日）、キャンペーンの開始及び愛知ＤＣの最初に運行する観光列車に合わせ

て、愛知県内各地にてオープニングイベントを開催します。 

 

（1）名古屋駅 

【日時】2018年 9月 30日（日）10:00～ 

【場所】ＪＲ名古屋駅中央コンコースイベントスペース 

【内容】 

① 愛知ＤＣ開幕のセレモニーを実施（「名古屋おもてなし武将隊®」も登場予定）。 

② セレモニー終了後ノベルティ「クッピーラムネ」（愛知ＤＣ限定版）を配布予定。 

  ※なくなり次第、配布を終了させていただきます。 

 

（2）尾張一宮駅 

【日時】2018年 9月 30日（日）10:30～ 

【場所】ＪＲ尾張一宮駅改札前（自由通路コンコース） 

【内容】 

① 愛知ＤＣ開幕のミニセレモニーを実施（ＪＲ東海音楽クラブによる演奏を予定）。 

② 「快速未来クリエイター☆信長」のお見送りを実施。 

 

（3）長篠城駅 

【日時】2018年 9月 30日（日）14:05～ 

【場所】ＪＲ長篠城駅前 

【内容】地元自治体の方々による「快速未来クリエイター☆信長」のお出迎え、   

ミニイベント、物販 

 

（4）知多半田駅 

【日時】2018年 9月 30日（日）8:00～ 

【場所】名鉄知多半田駅東口 

【内容】ミニイベント、ノベルティの配布 

 

（5）せと・まるっとミュージアム 

【日時】2018年 9月 30日（日）10:00～ 

【場所】瀬戸蔵 屋外広場（愛知県瀬戸市） 

【内容】ミニイベント、ノベルティの配布 

 

5．おもてなしバッジの着用 

愛知ＤＣ期間中、県内のＪＲ東海の駅係員・乗務員などが着用し、 

おもてなしの機運を高めます。 

 

 

 おもてなしバッジ 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 
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6．宣伝展開 

 

（1）イベントガイドブック 

愛知県の観光情報や愛知ＤＣ期間中に開催される特別企画・イベント 

情報などを掲載したガイドブックを、全国のＪＲの主な駅・旅行会社 

などで 8月下旬から順次配布します。 

 

（2）ポスター 

  愛知県大型観光キャンペーン実施協議会が制作した 5 枚組ポスターを 9 月 1 日（土）

～30日（日）の間、全国のＪＲの主な駅に掲出します。 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    また、ＪＲグループでもポスターを制作し、 

8月下旬～12月 31日（月）まで全国のＪＲ 

の主な駅や車内に掲出します。 

※右図は、駅に掲出する B0ポスターのイメージ 

 

 

（3）メディアによる情報発信 

・「遠くへ行きたい」（日本テレビ系、毎週日曜日放送）にて、愛知ＤＣ期間中 30秒 

ＣＭを放映 

・「別冊 旅の手帖 愛知」（9月 28日（金）全国発売）の発行 

 

（4）観光ＰＲイベント・観光キャラバン 

首都圏、大阪、岡山、広島、福岡等で、愛知県への誘客に向けた観光ＰＲイベント・    

観光キャラバンを行います。 

・2018年  9月  1日(土)・ 2日(日) 福岡（天神地下街イベントスペース） 

・2018年  9月 14日(金) 大阪（新大阪駅） 

・2018年  9月 15日(土)・16日(日) 大阪（ディーズスクエア） 

・2018年  9月 20日(木)～23日(日) 東京（東京ビックサイト（ツーリズム EXPO） 

・2018年 10月 13日(土)～21日(日) 東京（東京駅八重洲口イベントスペース） 

・2018年 10月 19日(金) 横浜（横浜駅） 

・2018年 10月 25日(木) 広島（広島駅南口駅前広場） 

・2018年 10月 26日(金) 岡山（岡山駅前広場） 

MIZKAN MUSEUM 鳳来寺山 三谷祭 香嵐渓 七宝焼アートヴィレッジ 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

名古屋城本丸御殿 瀬戸蔵ミュージアム 
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7．愛知ＤＣ記念デザイン商品の発売、ドリンク協賛 

  〔提供：キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社〕 

 

（1）愛知ＤＣ記念デザイン商品の発売 

     

「キリン午後の紅茶 おいしい無糖」 

【発 売 日】2018年 8月 7日（火） 

      ※なくなり次第終了となります。 

【発売地域】愛知県、三重県、岐阜県 

 

 

   「キリン一番搾り生ビール」 

    【発 売 日】2018年 8月 27日（月） 

          ※なくなり次第終了となります。 

    【発売地域】愛知県、三重県、岐阜県 

東海道新幹線の車内販売など 

 

 

（2）ドリンク協賛 

   ＪＲの主な駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で愛知県を目的地とするきっぷ

または旅行商品などを購入すると貰える引換券付き専用乗車券袋を、「引換店」表示

のあるベルマートキヨスクなど（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚

につき「キリン生茶（525ml ペットボトル）」「キリン午後の紅茶（500ml ペットボト

ル）」「キリン一番搾り生ビール（350ml 缶）」「キリン氷結®（350ml 缶）」のいずれか

１本と交換いたします。ただし、ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」「提携販売センタ

ー」などで旅行商品を購入された方に限ります。 

 ※引換場所は、名古屋駅・金山駅・千種駅・尾張一宮駅・三河安城駅・豊橋駅のベル

マートキヨスク、キヨスク、グランドキヨスク、ギフトキヨスクの「引換店」表示

のある店舗です。詳しくは、乗車券袋の記載をご確認ください。 

※引換は、店舗の営業時間内に限ります。店舗により営業時間が異なりますので、予

めご了承ください。 

   ※在庫がない場合がございます。予めご了承ください。 

   ※引換期間は、2018年 10月 1日（月）～12月 31日（月）です。 

   ※乗車券袋は数に限りがあります。なくなり次第終了となります。 

 

  

表 裏 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 
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ＪＲ東海グループの主な取り組み 

 

1．愛知ＤＣ記念弁当の発売 

ジェイアール東海パッセンジャーズでは、愛知ＤＣを記念して、「愛知の醸造文化発信」

をコンセプトにした弁当 2種類を発売いたします。 

 

（1） 「醸（かもす）幕之内」 

たまり醤油を使った名古屋コーチンと牛蒡を炊き込んだ御飯を主食に、鶏とうずら卵 

の豆味噌風味、キャベツの酢の物などを盛り合わせたバラエティ豊かな幕之内弁当。愛

知食文化の基礎となった醸造食品である、豆味噌、たまり醤油、酢等を使用して味付け。

豆味噌は岡崎市の(資)八丁味噌（カクキュー）、たまり醤油は名古屋市のイチビキ(株）、

酢は半田市の(株) Mizkanのものを使用し、愛知の醸造文化を楽しめる一品に仕上がっ

ています。 

【価  格】1,100円 

【販売期間】2018年 8月 30日（木）～12月中旬（予定） 

【販売箇所】名古屋駅、リニア・鉄道館のジェイアール東海パッセンジャーズお弁当 

      売店、東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」の車内販売 

 

 

 

 

 

 

（2） 「醸（かもす）鶏重」 

たまり醤油ベースのタレをかけたご飯の上に、愛知県産の海苔を敷き、岡崎市の（資）

八丁味噌（カクキュー）の豆味噌を使用した特製ダレを鶏の照焼きに塗ったボリューム

感ある弁当。小袋の朝倉山椒をお好みでふりかければ、爽やかな風味もお楽しみいただ

けます。 

【価   格】900円 

【販売期間】2018年 8月 30日（木）～12月中旬（予定） 

【販売箇所】名古屋駅、リニア・鉄道館のジェイアール東海パッセンジャーズお弁当 

売店 

 

 

 

 

 

 

 

2．東海道新幹線の車内販売にて愛知県のご当地のお菓子や銘酒を販売する「愛知フェア」

を開催いたします。 

【期 間】2018年 9月 27日（木）～12月中旬（予定） 
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パッケージ 

弁当内容 

弁当内容 

パッケージ 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



【フェア商品一例】 

    辛口純米「焚火」特別純米酒         じゃがですよ！ 手羽先味 

                 ［360円］                          ［250円］ 

 

 

 

 

 

 

3．名古屋駅などのキヨスク店舗において、愛知ＤＣ限定のお土産を発売いたします。 

   【期 間】2018年 10月 1日（月）～12月 31日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街において、人気のなごやめしや愛知 

県産の食材を使用した期間限定のメニュー等をお召し上がりいただける「美味満載・あ 

いちの食フェスタ」を開催いたします。 

   【期 間】2018年 9月 26日（水）～10月 23日（火） 

 

5．名古屋駅などのジェイアール東海フードサービス㈱の飲食店舗において、ＪＡグループ 

愛知と連携し、愛知県産の食材を使用したメニューを提供するフェアを開催いたします。 

   【期 間】2018年 11月 1日（木）～11月 30日（金） 

 

6．名古屋マリオットアソシアホテル、名古屋ＪＲゲートタワーホテルにおいて、なごやめ

しを取り入れたモーニングを提供します。また、ホテルアソシア豊橋のレストランにお

いては、愛知の地元食材を使用した料理を取り揃えたフェアを開催します。 

   【期 間】2018年 10月 1日（月）～11月 30日（金） 

 

7．ＥＣサイト「いいもの探訪」における愛知特集ページを開設します。 

   【期 間】2018年 9月 13日（木）～11月末 

 

8．東海道・山陽新幹線のグリーン車向けの旅雑誌「ひととき」（10月号）で愛知特集を行い

ます。 

   【発行日】2018年 9月 20日（木） 

 

 

  

坂角総本舗  

ゆかり詰合せ箱 ≪竹林豹虎図≫ 

1,382 円（16 枚入り） 

江戸時代に由来する伝統と技で新
鮮な海老の身を丹念に焼き上げた
えびせんべい《ゆかり》 名古屋城
本丸御殿を代表する襖絵「竹林豹
虎図」の虎を描いた限定パッケージ
です。※9 月 10 日（月）より発売 
 

石昆 

うみぁーっ手羽 矢場とんみそ味 

990 円（3 本入り*2 袋） 

 

国産手羽を真昆布だしでじっくり炊
き込んだ「うみぁーっ手羽」とみそか
つの銘店「矢場とん」のコラボ商
品。キャラクターも映える限定商品
です。 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



 

愛知ＤＣフリーきっぷ・愛知ＤＣ専用旅行商品 

 

1．愛知ＤＣフリーきっぷ 

各事業者の協力を得て、愛知県内の全ての鉄道路線と主な観光地へアクセスする一部のバ

ス路線が 2 日間乗り放題となる、愛知ＤＣ期間限定の特別なきっぷ「愛知ＤＣフリーきっ

ぷ」を設定します。このきっぷで愛知県内を思う存分、周遊することができます！  

さらに、愛知県内の約 40の人気観光施設などの入館料金等が割引になる特典もありますので、

とっても便利！是非、愛知への旅行に、このきっぷをご活用ください。 

(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 

(3)有効期間：連続した 2日間 

(4)利用期間：2018年 10月 1日(月)～12月 31日(月) 
       ※2018年 12月 30日(日)利用開始分まで 

(5)対象者 

①愛知県内の駅までの往復の新幹線（または在来線特急）と宿泊に、「愛知ＤＣフリーき
っぷ」がセットになった旅行商品をご購入のお客様 

②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ＥＸ」

で、愛知県外の駅（静岡駅以東もしくは京都駅以西）から愛知県内の駅まで早特商品を

ご利用いただいたお客様 

【発売箇所】名古屋駅、三河安城駅、豊橋駅 

   ※早特商品ご利用日の当日利用開始分または翌日利用開始分の「愛知ＤＣフリーきっぷ」をお買

い求め頂けます。なお、12 月 28日（金）～31日（月）は早特商品の設定はありません。 

ＪＲ

全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
全区間
近鉄名古屋～桑名間
大曽根～小幡緑地間

名鉄バス

豊鉄バス

岐阜バス

なごや観光ルートバス「メーグル」

名鉄バスセンター～あいち航空ミュージアム間
西春駅～名古屋空港間,ＪＲ岡崎駅～奧殿陣屋間

東海道本線（二川～岐阜間）,中央本線（名古屋～多治見間）,関西本線
（名古屋～桑名間）,武豊線（大府～武豊間）,飯田線（豊橋～東栄間）,高
山本線（岐阜～美濃太田間）,太多線（多治見～美濃太田間）

犬山駅東口～モンキーパーク・リトルワールド間
犬山駅東口～明治村間

豊橋駅前～伊良湖岬間,本長篠駅前～田口間
鳳来寺～鳳来寺山頂間

豊橋鉄道
城北線
愛知高速交通（リニモ）
近畿日本鉄道
ゆとりーとライン

名古屋鉄道
名古屋市営地下鉄
名古屋臨海高速鉄道
愛知環状鉄道

※フリー区間内のＪＲ、近畿日本鉄道の特急列車等を利用する場合、 

別途、特急券等が必要。名古屋鉄道の特別車を利用する場合、別途特

別車両券が必要です。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

参考 

 



【割引特典】 

名古屋城、あいち航空ミュージアム、リニア・鉄道館、博物館明治村、瀬戸蔵ミュージ

アム、トヨタ博物館、長篠城址史跡保存館など、愛知県内の約 40の観光施設などの入

館料金等が割引になります。（※台紙付の愛知ＤＣフリーきっぷの提示が必要） 

施設名 特典内容 

東山スカイタワー 
①入館料割引 大人 300 円→240 円 

②レストラン割引 ランチ 5％OFF、ディナー10％OFF 

東山動植物園 入園料割引 大人 500 円→400 円 

揚輝荘 入場料割引 一般 300 円→240 円 

徳川美術館・蓬左文庫 観覧料割引 一般 1,400 円→1,200 円、高校生・大学生 700 円→600 円、小・中学生 500円→400 円 

文化のみち橦木館 入館料割引 大人 200 円→160 円 

文化のみち二葉館（名古屋市旧川上貞奴邸） 入館料割引 大人 200 円→160 円 

トヨタ産業技術記念館 
①レストラン飲食代 10％OFF 

②ミュージアムショップ購入代 5％OFF  

ノリタケの森 クラフトセンター 入館料割引 大人 500 円→450 円、高校生 300 円→270 円 

名古屋市科学館 

観覧料割引 

【展示室とプラネタリウム】大人 800 円→720 円、高校・大学生 500 円→450 円 

【展示室】大人 400 円→360 円、高校・大学生 200 円→180 円 

名古屋市美術館 

観覧料割引 

【常設展】一般 300 円→250 円、高・大学生 200 円→150 円 

【特別展】一般、高大生とも当日料金から 100 円引 

名古屋城 観覧料割引 大人 500 円→400 円 

名古屋市博物館 

観覧料割引 

【常設展】一般 300 円→250 円、高校・大学生 200 円→150 円 

【特別展】各特別展における「ドニチエコきっぷ（名古屋市交通局）等提示の場合の割引額」と同額 

熱田神宮宝物館 入館料割引 大人 300 円→250 円、小・中学生 150 円→100 円 

クルーズ名古屋 中川運河ライン・トリトンライン 運賃割引 大人・小人とも 1 割引 

名古屋港水族館 

入館料割引  

大人 2,000 円→1,800 円、高校生 2,000 円→1,600 円、 

小・中学生 1,000 円→800 円、幼児（4 歳以上）500 円→400 円 

リニア・鉄道館 入館料割引 大人 1,000 円→800 円、小・中・高校生 500 円→400 円、幼児 200 円→100円 

有松・鳴海絞会館 見学料割引 大人 300 円→270 円、小・中・高生 100 円→90 円 

愛知県陶磁美術館 特別企画展及び企画展の観覧料 2 割引 

瀬戸蔵ミュージアム 入館料割引 一般 500 円→400 円、高校生・大学生・65 歳以上 300 円→240 円 

春日井市道風記念館 

観覧料割引 

【特別展期間中】一般 500 円→400 円、高校生・大学生 300 円→240 円 

【企画展・館蔵品展期間中】一般 100 円→80 円、高校生・大学生 50 円→40 円 

日本モンキーパーク 入園料割引 おとな（中学生以上）1,100 円→550 円、こども（2 才以上）600 円→300円 



博物館明治村 

入村料割引 

大人 1,700 円→1,000 円、シニア・大学生 1,300 円→1,000 円、 

高校生 1,000 円→500 円、小・中学生 600 円→500 円 

リトルワールド 

入館料割引 

大人・大学生 1,700 円→850 円、シルバー1,300 円→650 円、高校生・留学生 1,100 円→550 円 

小・中学生 700 円→350 円、幼児（3 歳以上）300 円→150 円 

清洲城 入館料割引 大人 300 円→250 円、小人 150円→100 円 

トヨタ博物館 

入館料割引 

大人 1,000 円→800 円、シルバー500 円→400 円、 

中学生・高校生 600 円→500 円、小学生 400円→300 円 

あいち航空ミュージアム 入館料割引 大人 1,000 円→900 円、高校生・大学生 800 円→700 円、小・中学生 500 円→400 円 

新美南吉記念館 観覧料割引 一般 210 円→170 円 

半田赤レンガ建物 入場料割引 一般 200 円→160 円 

INAXライブミュージアム 入館料割引 一般 600 円→500 円、高校生・大学生 400 円→300 円、小・中学生 200 円→150 円 

杉本美術館 入館料割引 大人 900 円→500 円、高校生 400 円→100 円、小・中学生 300 円→100 円 

南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国 入園料割引 おとな（高校生以上）1,700 円→850 円、こども（3 歳以上）800 円→400円 

岡崎城 入館料割引 中学生以上 200 円→170 円、5歳以上 100 円→80 円 

三河武士のやかた家康館 入館料割引 中学生以上 360 円→310 円、5歳以上 200 円→170 円 

岡崎城＆三河武士のやかた家康館（共通券） 2 館共通券割引 一般 510 円→450 円、5 歳以上 270 円→240 円 

大樹寺 宝物（文化財）拝観料割引 大人 400 円→350 円 

安城産業文化公園デンパーク 入園料割引 大人（高校生以上）600 円→540 円、小人（小・中学生）300 円→270 円 

旧近衛邸（西尾市歴史公園内） 呈茶＋抹茶かりんとう割引 通常合計価格 616 円→500 円 

豊橋総合動植物公園（のんほいパーク） 入園料割引 大人（高校生以上）600 円→480 円、小人（小・中学生）100 円→80 円 

蒲郡市生命の海科学館 観覧料割引 大人 500 円→300 円、小人 200円→100 円 

竹島水族館 入館料割引 大人 500 円→450 円、小・中学生 200 円→180 円 

設楽原歴史資料館 入館料割引 一般 300 円→200 円、小・中学生 100 円→50 円 

長篠城址史跡保存館 入館料割引 一般 210 円→160 円、小・中学生 100 円→50 円 

設楽原歴史資料館・長篠城址史跡保存館（共通券） 共通入館料割引 一般 400 円→300 円、小中学生 150 円→80 円 

田原市博物館 入館料 20％割引 

吉胡貝塚資料館 入館料 20％割引 

名鉄海上観光船 

乗船料割引 

①河和～日間賀島・篠島  大人（中学生以上）1,400 円→1,170 円、小人（小学生）  710 円→590 円 

②伊良湖～日間賀島・篠島 大人（中学生以上）1,400 円→1,170 円、小人（小学生）  710 円→590 円 

③河和～伊良湖      大人（中学生以上）2,300 円→1,890 円、小人（小学生）1,160 円→950 円 

④日間賀島～篠島     大人（中学生以上） 400 円→ 340 円、小人（小学生）  200 円→170 円 

 

※「愛知ＤＣ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(https://japan-highlightstravel.com/jp/)にて、ご確認ください。 

 

 

 

 

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


2．愛知ＤＣ専用旅行商品 

 

【フリープラン】 

・「愛知ＤＣフリーきっぷ」と、現地の名物や特産品と交換できるクーポン付きガイドマ

ップ「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」が付いてきます。 

「未来クリエイター愛知 満喫ガイドマップ」 

・「名古屋・知多半島篇」「安城・岡崎・豊田篇」「豊橋・蒲郡・田原篇」の 3種類をご

用意します。 

・それぞれのエリアの観光情報や観光マップに、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」がついています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記旅行会社において発売する予定です。 

※旅行会社と発エリア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。 

 

 

 

 

【ガイドマップ表紙】 

【クーポン利用の一例】 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 


