
２０１９年２月２１日 

東海旅客鉄道株式会社 
 

列車で行く！ 春のお出かけ情報について 

ＪＲ東海では、春の魅力溢れる列車旅を紹介する春の「Shupo［シュポ］」キャンペーンを実施します。

観光列車の急行「飯田線秘境駅号」、急行「ぬくもり飛驒路号」の運行、旅行商品やお得なきっぷの

発売等を通じて、桜・新緑が美しい地域の魅力を発信します。 

１．キャンペーンエリア（別紙１） 

伊那路、木曽路、飛騨路、南紀 

２．観光列車の運行（別紙２） 

(1)急行「飯田線秘境駅号」 

〇運転日：４月５日(金)～７日(日)、１２日(金)～１４日(日) 合計 6日間 

〇運転区間等：豊橋駅～飯田駅（全車指定席）[上下各１本] 

〇特 徴：・秘境駅ランキング（※１）１０位以内の３駅をはじめとした秘境駅７駅に 

停車し、秘境を満喫 

・秘境道中の景勝地「板敷川」「Ｓ字鉄橋」「平岡ダム湖畔」「天竜川橋梁上」 

を徐行運転・車内放送（※２）でご案内 

・地元の皆様による停車駅での特産品販売（※３） 

・車内や駅での当社乗務員等によるおもてなし 

 

 

 

 

 

 

 

(2)急行「ぬくもり飛驒路号」 

〇運転日：５月１８日(土)、２５日(土)、６月１日(土)  合計３日間 

〇運転区間等：名古屋駅→飛驒古川駅(全車指定席) [下り列車のみ] 

〇特 徴：・道中の景勝地「中山七里」「飛水峡」を徐行運転・車内 

放送（※２）でご案内 

・車内や駅での地元の皆様と当社乗務員等によるおもてなし 

・飛騨牛まんや地元スイーツ、地酒等、飛騨グルメを気軽に 

楽しめる車内販売 

３．おすすめ旅行商品・お得なきっぷ（別紙３） 

(1)観光列車を利用した旅行商品 

(2)桜や新緑を満喫できる旅行商品 

(3)便利でお得なフリーきっぷ 

４．観光情報の発信（別紙４） 

(1)観光情報誌「Shupo［シュポ］」及び WEBサイト等による情報発信 

(2)長野県等とタイアップした観光 PRイベントの実施 

(3)沿線の魅力的な「桜」スポットと開花情報の発信 
 
 
※１ 秘境駅ランキング：鉄道愛好家の牛山隆信氏ホームページ（2019年 1月 27日現在）によるものです。 
※２ 当日の運行状況等により、徐行運転や車内放送ができない場合があります。 
※３ 上り・下りにより特産品販売を行う駅は異なります。 

 

観光情報誌 

「Shupo[シュポ]」 

 
急行「ぬくもり飛驒路号」 

秘境駅ランキング３位 小和田駅 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

秘境駅ランキング６位 田本駅 秘境駅ランキング７位 金野駅 



１．キャンペーンエリア                                        別紙１ 

 

 今春の観光キャンペーンでは、伊那路、木曽路、飛騨路、南紀の春の魅力溢れる観光地を紹介し

ます。特急列車や観光列車にて春の列車旅へ、是非お出かけ下さい。 

 

 

 

 

  
※写真・イラストは、すべてイメージです。 

※イラストは、すべてイメージです。 



 
 

 
 
 

２．観光列車の運行                       別紙２ 

（１）急行「飯田線秘境駅号」 
    秘境駅ランキングの代表格である小和田駅や田本駅をはじめ、特急列車では通過してしまう

秘境駅に次々と停車する人気観光列車、急行「飯田線秘境駅号」。春の訪れを感じながら秘境

駅を探訪でき、地元の皆様や当社駅員、乗務員によるおもてなしも予定しています。 

○ 秘境駅を満喫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
秘境駅 
ランキング 

下り 
（豊橋駅⇒飯田駅） 

停 車 時 間 
 秘境駅 

ランキング 
上り 

（飯田駅⇒豊橋駅） 
停 車 時 間 

 豊橋 9:50 発    飯田 13:03 発  
 新城 10:39 発 約 20分   天竜峡 13:21 発 約 2分 
 中部天竜 11:43 発 約 8分  ２５位 千代 13:32 発 約 7分 
 大嵐 12:23 発 約 18分  ７位 金野 13:50 発 約 16分 

３位 小和田 12:48 発 約 20分  ６位 田本 14:19 発 約 15分 
１３位 中井侍 13:03 発 約 10分  １６位 為栗 14:38 発 約 12分 
７９位 伊那小沢 13:17 発 約 10分   平岡 15:02 発 約 15分 

 平岡 13:52 発 約 30分  ７９位 伊那小沢 15:15 発 約 8分 
１６位 為栗 14:15 発 約 15分  １３位 中井侍 15:24 発 約 6分 

６位 田本 14:42 発 約 17分  ３位 小和田 15:43 発 約 14分 
７位 金野 15:00 発 約 6分   浦川 16:31 発 約 13分 

２５位 千代 15:08 発 約 6分   豊橋 17:54 着  
 天竜峡 15:14 発 約 3分      
 飯田 15:30 着       

 

○ 運転日、運転区間等 

◇ 運 転 日：２０１９年４月５日(金)～７日(日)、１２日(金)～１４日(日) 

◇ 運転区間：豊橋駅～飯田駅（各日 上下各１本） 

◇ 編  成：３７３系（３両） 

◇ 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「飯田線秘境駅号」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。 

※４月４日(木)、11日(木)も運行しますが、旅行商品のみでの販売となります。 

ＪＲの駅窓口での発売はありません。お問合せは右記旅行会社までお願いします。 

 

乗車証明書 
※乗車証明書は、実際に 

乗車したお客様１名に 
対し、１部配布 

トピックス 「秘境駅」とは 

山中などにあり、駅周辺に人家や人の気配が全く感じられず、鉄道以外での到達が難しい駅のことを言いま
す。鉄道愛好家の牛山隆信氏が秘境駅ランキングを作成し、自身のホームページで紹介しています。 
＜秘境駅ランキングが上位で、急行「飯田線秘境駅号」が停車する７駅＞ 
３位：小和田駅、６位：田本駅、７位：金野駅、13位：中井侍駅、16 位：為栗(してぐり)駅 
25 位：千代駅、79 位：伊那小沢駅 
 ※秘境駅ランキングは、牛山氏ホームページ（２０１９年１月２７日現在）によるものです。 
 
 
 
 
 
 
小和田駅     田本駅    金野駅    中井侍駅    為栗駅    千代駅   伊那小沢駅 

 

ヘッドマーク 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 



 
 

 
 
 

（２）急行「ぬくもり飛驒路号」                    

ご好評いただいている、急行「ぬくもり飛驒路号」を今春も運転します。なお、急行「ぬくもり

飛驒路号」がセットになったおトクな旅行商品もございますので、是非、新緑のまぶしい飛騨路へ

のお出かけにご利用ください。 

○ 急行「ぬくもり飛驒路号」の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○ 運転日、運転区間等 

◇運 転 日： ２０１９年５月１８日(土)、２５日(土)、６月１日(土)  

◇運 転 区 間：名古屋駅 → 飛驒古川駅 ※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： 

 

 

 

 

ヘッドマーク 

＜下呂駅(途中駅)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。 

 

途中駅の高山駅・終着駅の飛古川駅でも、地元の

皆様や当社社員によるおもてなしがございます。 

＜高山駅・飛驒古川駅でのおもてなし＞ 

 

＜車内でのおもてなし＞ 

※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。 

※都合により、特産品販売やおもてなしを実施できない場合があります。 

9:27発 

9:24着 8:56発 

飛驒古川 高山 下呂 飛驒金山 美濃太田 岐阜 名古屋 

11:57着 10:59着 

11:15発 10:36発 

10:35着 

10:00発 

9:57着 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

12:14発 

12:34着 

＜車内販売で飛騨グルメ＞ 



 
 

 
 
 

３．おすすめ旅行商品・お得なきっぷ                 別紙３ 

ご好評いただいている急行「飯田線秘境駅号」や急行「ぬくもり飛驒路号」を利用した

旅行商品をＪＲ東海ツアーズ等の旅行会社で発売します。 
 

（１）観光列車を利用した旅行商品 
 
○急行「飯田線秘境駅号」利用旅行商品（一例） 
 
①飯田線秘境７駅探訪の旅 

急行「飯田線秘境駅号」と特急「ワイドビュー伊那路号」に乗車し、「天龍峡案内人と

歩くミニ散策」をセットにした人気の添乗員同行の日帰り旅行商品です。昼食はご好評

いただいている「秘境駅弁当」を、移りゆく車窓からの景色を眺めながら車内でご堪能

ください。 

 
 

②ぐるっと！「天下第一の桜」高遠桜＆飯田線秘境駅めぐり 

特急「ワイドビューしなの号」と貸切バスに乗車し、高遠城址公園にて「天下第一の

桜」と称される高遠桜を愛で、復路は急行「飯田線秘境駅号」に乗車する、添乗員同行

の日帰り旅行商品です。昼食はご好評いただいている「秘境駅弁当」を、移りゆく車窓

からの景色を眺めながら車内でご堪能ください。 

※上記旅行商品（①・②）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

（ https://www.jrtours.co.jp ）にてご確認ください。 

 

◇設定日 

◎往路(豊橋駅→天竜峡駅)飯田線秘境駅号乗車プラン 

２０１９年４月５日(金)・７日(日)・１２日(金)・１４日(日) 

◎復路(天竜峡駅→豊橋駅)飯田線秘境駅号乗車プラン 

２０１９年４月５日(金)・１２日(金) 

◇旅行代金 

名古屋駅発着： 

豊橋駅発着： 

 

おとな１０，８００円 こども７，５００円 

おとな ８，８００円 こども６，５００円             

 

◇おすすめ 

ポイント 

・オリジナルの「飯田線秘境駅号 乗車証明書」付き。 

・「飯田線秘境７駅見どころＭＡＰ」付き。 

・車内放送にて飯田線の沿線をご案内。 

※運行状況により沿線のご案内ができない場合がございます。 

・春を迎えた天龍峡を天龍峡案内人と散策。 

◇設定日 ２０１９年４月４日(木)・１１日(木) 

 

◇旅行代金 

名古屋駅発着： 

 

おとな１２，９００円 こども１０，９００円           

◇おすすめ 

ポイント 

・「天下第一の桜」と称される高遠桜をご観賞。 

・オリジナルの「飯田線秘境駅号 乗車証明書」付き。 

・「飯田線秘境７駅見どころＭＡＰ」付き。 

・車内放送にて飯田線の沿線をご案内。 

※運行状況により沿線のご案内ができない場合がございます。 

旅行商品パンフレット 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

旅行商品パンフレット 

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


 
 

 
 
 

③【50＋会員専用商品】 

貸切「飯田線秘境駅号」で行く！ 美肌の湯「昼神温泉」と馬籠宿さんぽ≪新コース≫ 

１日目は、貸切 急行「飯田線秘境駅号」に乗車し、美肌の湯「昼神温泉」（長野県阿

智村）に宿泊。２日目は、大西公園（長野県大鹿村）で、残雪の南アルプスを借景に咲

き誇る約１００種３０００本の桜を愛で、その後、歴史情緒あふれる木曽路の宿場町「馬

籠宿」（岐阜県中津川市）を訪れる新しいツアーコースです。 

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＋」へのご入会等の詳細はホームページ 

（ https://jr50plus.jp ）をご覧いただくか、

右記にお問い合わせください。 

 

 

○急行「ぬくもり飛驒路号」利用旅行商品（一例） 

観光列車「ぬくもり飛驒路号」で行く飛騨高山・古川 

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

山の古い町並散策を楽しめる日帰り旅行商品です。 

                                          
※上記旅行商品における旅行条件等の詳細については、クラブツーリズムのホームページ（ https://www.club-t.com/ ）にてご確認く

ださい。 

◇設定日 ２０１９年４月４日(木)・１１日(木) 

 

◇旅行代金 

※新横浜、三島、新富士、

掛川、浜松、京都からの発

着もあります。 

 

◇おすすめ 
ポイント 

・オリジナルの「飯田線秘境駅号 乗車証明書」付き。 

・「飯田線秘境７駅見どころＭＡＰ」付き。 

・車内放送にて飯田線の沿線をご案内。 

※運行状況により沿線のご案内ができない場合がございます。 
 

◇設定日 ２０１９年 

５月１８日(土)・２５日(土)・６月１日(土) 

 

◇旅行代金 

名古屋駅発着： 

 

おとな６，９８０円             

 

 

◇おすすめ 

ポイント 

・沿線の景勝地である飛水峡等を徐行運転。 

・地元の皆様や乗務員によるおもてなし。 

・飛騨高山・飛騨古川における自由散策（フリ

ータイム）。 

※運行状況により、徐行運転ができない場合があります。 

※都合により、おもてなしを実施できない場合があります。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

旅行商品パンフレット 

Shupo 冊子紹介ページ 

[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) 

https://jr50plus.jp/
https://www.club-t.com/


 
 

 
 
 

（２）桜や新緑を満喫できる旅行商品 

旅行会社各社と協力して、桜や新緑を満喫できる商品を多数ご用意しました。 

（旅行商品の一例） 
 

【ジェイアール東海ツアーズ】                  【阪急交通社】 

   伊那路方面      西美濃方面            木曽路方面                                

 

 

 

（３）便利でお得なフリーきっぷ 
 

春の木曽路、飛騨路、南紀へのお出かけには、往復の特急列車と現地でのバス利用等が

セットになった便利でお得な「木曽路フリーきっぷ」、「飛騨路フリーきっぷ」、「南紀・熊

野古道フリーきっぷ」がおすすめです。 

 

◇商品名 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（中津川～洗馬間）までは特急・急
行列車普通車指定席（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」引換券（「木曽路
バス・タクシー・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)」+「指定観光施設（15施設）共通入場券」）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 1人用 9,320円（おとな・こども同額） 
※3 日間有効です。 
※1～4 人用がございます。なお、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。 

※他の駅発の設定もございます。 
※おねだんは人数、出発駅によって異なります。 

◇発売・ 

ご利用期間 

通年 
※4 月 27 日～5 月 6 日、8 月 10 日～19 日、12 月 28 日～翌年 1 月 6 日はご利
用になれません。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 



 
 

 
 
 

 

◇商品名 飛騨路フリーきっぷ（レール＆バスコース） 

◇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（飛驒金山～飛驒古川間）までは

特急・急行列車普通車指定席（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、白川郷線バス往復乗車券（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］）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」

がセットになっています。 

※特急乗車駅～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） 
※3 日間有効です。 
※1～4 人用がございます。なお、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。 

※他の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 
※4 月 27 日～5 月 6 日、8 月 10 日～19 日、12 月 28 日～翌年 1 月 6 日はご利
用になれません。 

 

◇商品名 南紀・熊野古道フリーきっぷ（中辺路コース） 

◇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（熊野市～紀伊勝浦間）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、バスフリー区間内は熊野交通バス及び龍神自動車バスが乗り降り自

由です。 

◇おねだん 

名古屋（市内）発 1人用 9,780円（こども半額） 
※3 日間有効です。 
※1 人用のみとなります。 
※他の駅発の設定もございます。 
※「伊勢路コース」もございます。 
※おねだんは出発駅、コースによって異なります。 

◇発売・ 

ご利用期間 

通年 
※4 月 27 日～5 月 6 日、8 月 10 日～19 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は、ＪＲ東海のホームページをご覧ください。 
木曽路フリーきっぷ https://railway.jr-central.co.jp/tickets/kisoji/ 
飛騨路フリーきっぷ https://railway.jr-central.co.jp/tickets/hida/ 
南紀・熊野古道フリーきっぷ https://railway.jr-central.co.jp/tickets/nanki-kumanokodou/ 

 

 

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


 
 

 
 
 

４.観光情報の発信                                          別紙４ 

（１）観光情報誌「Shupo［シュポ］」及び WEBサイト等による観光情報発信 

春の魅力溢れる列車旅が楽しめる旅行商品等を掲載した観光情報誌「Shupo［シュ

ポ］」のほか、地元の皆様と連携して制作したポスターをＪＲ東海の主な駅や車内で掲

出します。「Shupo［シュポ］」WEBサイト（http://shupo.jr-central.co.jp/）も併せて

ご覧ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（２）長野県等とタイアップした観光ＰＲイベントの実施 

３月５日(火)・６日(水)の２日間、名古屋駅中央コンコ

ースにおいて、長野県等（長野県・伊那市・駒ケ根市・飯

田市・大鹿村・阿智村・木曽町・王滝村・大桑村等）と連

携した観光ＰＲイベントを実施します。 

 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

観光情報誌 

Shupo[ｼｭﾎﾟ] 

 

表面 

 

裏面 

 

Shupo[ｼｭﾎﾟ] 

    WEBサイト 

自治体タイアップポスター 

伊那市 

南信州地域 阿智村 伊那市 木曽地域 

西美濃 下呂 南紀 

過去の観光 PRイベントの様子 

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


 
 

 
 
 

（３）沿線の魅力的な「桜」スポットと開花情報の発信 

地元の皆様からご提供いただいた情報をもとに、沿線の魅力的な桜スポットと開花

情報を「Shupo［シュポ］」WEBサイトで発信します。 

 

WEB サイト掲載箇所一覧（予定） 

 

 

WEBサイトイメージ 

淡墨桜 

（本巣市） 

谷汲山 華厳寺 

（揖斐川町） 

大垣船町川湊 

（大垣市） 

森山神社の枝垂桜 

（下呂市） 

八坂湖畔桜 

（下呂市） 

苗代桜 

（下呂市） 

四美・岩太郎の枝垂桜  

  （下呂市）  

飛騨川公園 

（下呂市） 

臥龍桜 

（高山市） 

土岐川沿いの桜 

（瑞浪市） 

高遠城址公園 

（伊那市） 

田切の里 

（飯島町） 

一石栃の枝垂桜    

（南木曽町） 

大西公園 

（大鹿村） 

笹見平の枝垂桜    

（豊丘村） 

駒つなぎの桜 

（阿智村） 

長姫の江戸彼岸   

（飯田市） 

天龍峡八重桜街道   

（飯田市） 

氏乗の枝垂桜     

（喬木村） 

岡崎公園 

（岡崎市） 

中央公園 

（蒲郡市） 

文化公園 

（幸田町） 

安城公園 

（安城市） 

亀城公園 

（刈谷市） 

十四川沿いの桜    

（四日市市） 

三多気の桜 

（津市） 

津偕楽公園 

（津市） 

宮川堤 

（伊勢市） 

始神峠さくら広場   

（紀北町） 

田丸城跡 

（玉城町） 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 


