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愛知県大型観光キャンペーン実施協議会 

東海旅客鉄道株式会社 

 

愛知デスティネーションキャンペーン 
アフターキャンペーンの取り組みについて 

 
愛知県と東海旅客鉄道株式会社では、本年 10月から 12月にかけて、「愛知デスティネー

ションキャンペーンアフターキャンペーン（以下、愛知ＤＣアフターＣＰ）」を開催いたし

ます。 

期間中は、紅葉や夜間の観光を楽しめる企画や名古屋駅・豊橋駅などから愛知県内の観

光地を巡る 33コースの周遊バス、尾張・知多・三河エリアを巡る観光列車など、様々な企

画をご用意します。この機会にぜひ愛知の旅をお楽しみください。 

１．注目企画（別紙１） 

「愛
あい

岐
ぎ

トンネル群 紅葉シーズン特別公開」「白鳥
しろとり

庭園あかりアート」など紅葉を楽

しめる企画や「吉田城 鉄 櫓
くろがねやぐら

手筒花火特別放揚」「名古屋城光のイベント」など夜

の観光を楽しめる企画など、愛知の魅力を体感いただける企画をご用意しました。 

２．愛知ＤＣ周遊バス（別紙２）                                 

主に名古屋駅、豊橋駅から県内の観光地を巡る周遊バスを 33コース運行します。 

３．観光列車（別紙３）                           

尾張・知多・三河エリアを巡る観光列車を運行します。ご乗車の方には乗車証明書

と特製ノベルティ「ヘッドマークロゴ入り缶バッジ」を配布します。 

４．さわやかウォーキング（別紙４）                                 

県内各地の観光地やイベントを組み込んだコースや交通事業者とのコラボコースな

ど、25の記念コースをご用意します。参加してスタンプを集めると、ビンゴの数に

応じてプレゼントがもらえる「ウォーキングビンゴ」も開催します。 

 ５．旅行商品（別紙５） 

フリープランでは現地の名物や特産品と交換できるクーポンが付いた「未来クリエ

イター愛知 満喫ガイドマップ」がセットになったプラン、「博物館明治村」や「犬

山城下町」を満喫できるプランを、エスコートプランでは紅葉を楽しむ添乗員付き

プランなどをご用意します。 

 ６．宣伝展開（別紙６） 

イベントガイドブック、ポスターなどを 

ＪＲ東海の主な駅などで配布・掲出します。 

また、東京や大阪などで愛知県への誘客に 

向けた観光ＰＲイベントなどを行います。 

 

画像はすべてイメージです。 

ポスター 



１．注目企画 

 

（１）リニア・鉄道館  

①Ｃ62形式蒸気機関車 運転台特別公開 

狭軌における蒸気機関車の世界最高速度を記録した、 

日本で最大・最速のＣ62形式蒸気機関車の運転台を 

特別に公開します。 

 

 

②ホジ 6014号蒸気動車 車内特別公開 

現存する唯一の蒸気動車であり、重要文化財に指定された 

ホジ 6014 号蒸気動車の車内を特別に公開します。 

 

【開催期間】10/2 (水）～ 12/27（金）※休館日を除く 

【開館時間】10:00～17:30（入館は 17:00まで） 

【休館日】 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 

      ※10/22（火）、12/24（火）は開館、10/23（水）は休館 

【問合せ先】リニア・鉄道館 052-389-6100 

 

 

（２）吉田城 鉄 櫓
くろがねやぐら

手筒花火特別放揚 

通常決まった祭礼の時にしか見ることのできない手筒花火を、 

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、味噌おでんのふるまい等のおもて 

なしメニューをご用意します。 

※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】11/22（金）・24（日） 

【開催時間】16:00頃～19:00頃  

※手筒花火特別放揚は 18:00頃～19:00頃を予定 

【問合せ先】（一社）豊橋観光コンベンション協会 0532-54-1484 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

Ｃ62形式蒸気機関車 

ホジ 6014号蒸気動車 

手筒花火 

画像はすべてイメージです。 



（３）名古屋城光のイベント（冬の夜間イベント） 

今年で 3回目の開催となる「名古屋城光のイベント」。 

日頃は入ることできない夜のお城で、光の演出を駆使した 

特別な体験をお楽しみいただけます。 

 

【開催期間】11月～12月のうち、2～3週間程度（調整中） 

【開催時間】18:00～20:30 ※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管理活用課 052-231-2483 

 

 

（４）白鳥
しろとり

庭園あかりアート 

名古屋の紅葉の名所である白鳥庭園全域をライトアップ。 

庭園の秋を彩る 1500 本のモミジやドウダンツツジ等の紅葉 

や白鳥庭園の冬の風物詩「雪吊り」をライトアップすることで、 

昼間の景色とは一味違う幻想的な景色をご覧いただきます。 

また、岐阜県美濃市とコラボレーションして、美濃和紙を 

使った「美濃和紙あかりアート」を園内に展示いたします。 

東海地方最大級の日本庭園で、和のあかりの共演をお楽しみ 

ください。 

 

【開催期間】11/16（土）～12/8（日） ※月曜は休園日 

【開館時間】9:00～21:00（入園は 20:30まで） 

【問合せ先】白鳥庭園管理事務所 052-681-8928 

 

 

（５）愛
あい

岐
ぎ

トンネル群 秋の特別公開 

紅葉真っ盛りの秋の時期に今年も期間限定特別公開を行い 

ます。団体ツアーでのご来場、もしくは愛知ＤＣアフター 

ＣＰイベントガイドブックに付いている「愛知ＤＣ周遊 

クーポン」をお持ちのお客様に、来場記念硬券きっぷを 

プレゼントします。（先着1,000名様限り） 

 

【開催期間】11/23（土・祝）～12/1（日） 

【開催時間】9:30～15:00（入場は 14:00まで） 

【問合せ先】（一社）春日井市観光コンベンション協会 0568-81-1123 

 

 

 

 

平成 30年度のイメージ画像 

第一弾 紅葉ライトアップ 

愛岐トンネル群 

画像はすべてイメージです。 



（６）徳川美術館 特別公開国宝源氏物語絵巻 

大和絵の最高傑作にして、現存する最古の絵巻物である 

国宝「源氏物語絵巻」。昨年の愛知ＤＣで初公開された、 

額面装から巻物装への修復は大きなニュースにもなり 

ました。 

今年は特別公開として、柏木（三） 、宿木（一）の 

２面を公開いたします 。 

 

【開催期間】11/23（土・祝）～12/1（日）（休館日除く） 

【開館時間】10:00～17:00（入館は 16:30まで） 

【問合せ先】徳川美術館管理部 052-935-6262 

 

（７）家康誕生の謎に迫る！鳳来
ほうらい

寺
じ

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。 

鳳来寺本堂内の真
しん

達
だ

羅
ら

大将
たいしょう

や鳳来山東照宮の御宮殿（国指定重

要文化財）をガイドツアー限定特別公開。家康公生誕の謎に迫り

ます。 

 

【開催期間】10/6（日）・20（日）、11/3（日）・10（日）、12/8（日）・15（日） 

【開催時間】9:30～11:00  

【集合時間】9:20 

【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（最少催行人員 5名） 

【価 格】1,500 円（小学生 800 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。 

（運行日）プレミアムガイドツアー開催日 

（行 程）湯谷温泉駐車場 9:00→→鳳来寺山頂 9:20 

鳳来寺山頂 11:00→→湯谷温泉駐車場 11:20 

（申 込）事前予約が必要です。運行日 6日前までに本ガイドツアーと 

合わせて、新城市観光協会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。 

  

上：柏木（三） 、下：宿木（一） 

鳳来寺山 

画像はすべてイメージです。 



（８）愛知県の星空の聖地“奥三河”ツアー 

奥三河各地で、「星空観察」をメインにした 1泊 2日のツアー 

を実施。新城
しんしろ

、設楽
し た ら

、東栄
とうえい

、豊根
と よ ね

の 4コースがあります。 

奥三河の素晴らしい星空を帰りの時間を気にせずお楽しみ 

ください。 

 

【申 込 先】豊鉄観光サービス（株）新城旅行センター 0536-22-1001 

 

 

＜①新城市コース＞ 

【出 発 日】11/16（土） 

【行 程】（１日目）鳳来寺山表参道 17:00集合 

           自然科学博物館ナイトミュージアムの見学等 

→（各自移動）→山びこの丘【宿泊】 

夕食後、手作りした星☆干ブレンドティーを飲みながら、 

星空案内人による星空観察講座 

※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座 

         （２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散 

【定 員】各日 30名（最少催行人員各日 10名） 

【旅行代金】11,980円（大人／１泊２食） 

 

＜②設楽町コース＞ 

【出 発 日】11/2（土）・9（土） 

【行 程】（１日目）津具高原グリーンメッセージ 17:00集合 

奥三河間伐材を利用したランプシェード見学 

→→津具高原グリーンメッセージ【宿泊】 

夕食後、星空案内人による星空観察会 

  ※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座 

         （２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散 

【定 員】各日 20名（最少催行人員各日 10名） 

【旅行代金】13,980円（大人／１泊２食） 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥三河の星空 

画像はすべてイメージです。 



＜③東栄町コース＞ 

【出 発 日】12/14（土） 

【行 程】（１日目）東栄町役場 17:00集合 

→→スターフォーレスト御園【宿泊】 

  夕食後、ふたご座流星群観察会と 

 プラネタリウム見学又は天体望遠鏡体験 

 ※天候により、ふたご座流星群が観られない場合は、 

星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座 

         （２日目）スターフォーレスト御園 8:30→→東栄町役場にて解散 9:00 

【定 員】各日 25名（最少催行人員各日 15名） 

【旅行代金】14,980円（大人／１泊２食） 

 

＜④豊根村コース＞ 

【出 発 日】10/19（土）・26（土） 

【行 程】（１日目）茶臼山高原 17:00集合 

やばず池ライトアップ見学と星空案内人による星座観察会 

 ※雨天の場合は、星空案内人による星座早見盤を使っての星座観察講座 

    →（各自移動）→御宿 清水館【宿泊】 

         （２日目）朝食後、チェックアウトを済ませて解散 

【定 員】10/19（土）20名、10/26（土）15名（最少催行人員各日 10名） 

【旅行代金】13,980円（大人／１泊２食） 

 

画像はすべてイメージです。 



２．愛知ＤＣ周遊バス 

期間中、主に名古屋駅・豊橋駅発着の周遊バスを全 33 コース運行します。通常よりも

お得な価格で設定し、コースの途中で温泉地などに乗降できるコースもあるので、泊ま

りでのお出かけにも便利な設定となっています。 

    【予  約】利用日の 7日前まで 

    【申 込 先】三重交通株式会社 観光販売システム営業部 ℡052-253-6324 

      ※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。 「VISIT 愛知県」ホームページ http://aichi.visit-town.com/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

コース番号 設定日 出発 帰着 コース名

01 10/12（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅
この秋冬を楽しく快適に♪サボテン寄せ植え＆日本酒石鹸作り体験と尾張御朱印巡り（日本酒
試飲付）

02 10/12（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーA

03 10/13（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅
5年に1度「武豊ふれあい山車まつり」鑑賞！家康生母・於大の方生誕地から辿る、知多が誇る
山車文化の旅

04 10/13（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 「とこなめ山車まつり」と知多木綿の里「岡田の古い街並み」散策

05 10/14（月） ＪＲ名古屋駅
師崎港

ＪＲ名古屋駅
LEADERたちの息吹に触れる！トヨタ創業期試作工場から国産自動車開発の歴史を辿る旅

06 10/19（土）
豊橋駅

湯谷温泉
湯谷温泉
豊橋駅

紅葉バス①♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（豊橋発着）

07 10/19（土） ＪＲ名古屋駅
吉良温泉

ＪＲ名古屋駅
竜の子街道五蔵巡り＋ワイナリーの農家レストランで知多牛ステーキランチ♪

08 10/20（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー

09 10/26（土） ＪＲ名古屋駅
蒲郡温泉

ＪＲ名古屋駅
三河国一之宮砥鹿神社神庫特別公開とガン封じ寺御参拝

10 10/26（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！

11 10/26（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅
紅葉バス②♪鳳来山東照宮・鳳来寺の特別拝観と茶臼山高原で一足早く紅葉鑑賞（名古屋発
着）

12 10/26（土） 豊橋駅 豊橋駅
たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検
で！（キャベツorフラワーアレンジメント編）

13 10/27（日） ＪＲ名古屋駅
河和港

ＪＲ名古屋駅
食と花とともに巡るものづくりワンダーランド知多半島～「海と空」編

14 10/27（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 日本遺産のまち・瀬戸から始まるノスタルジックな焼きもの散歩と高級洋食器の魅惑の世界

15 10/27（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 どうしてこんなカタチに！？地図に残る「水郷の不思議」を辿るブラリ旅

16 11/2（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！

17 11/2（土） 豊橋駅
湯谷温泉
豊橋駅

紅葉バス③♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（豊橋発
着）

18 11/2（土） 豊橋駅 豊橋駅
たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験とジャングル探検
で！（旬の野菜編）

19 11/3（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化の日」編

20 11/3（日） ＪＲ名古屋駅
湯谷温泉

ＪＲ名古屋駅
高さ25mの工事用道路を通行！設楽ダム工事現場見学と「花祭」も観られる東栄フェスティバル

21 11/9（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅
紅葉バス④♪愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！（名古屋
発着）

22 11/10（日） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 実は愛知は酒どころ！尾張の酒蔵巡り、オリジナル日本酒づくり体験も！

23 11/16（土） 豊橋駅
蒲郡温泉
豊橋駅

豊川稲荷秋季大祭＆まぐろ解体ショーとセリ体験！

24 11/16（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 地酒飲み放題スペシャルビュッフェ竜の子街道ツアーB

11/17（日）

11/24（日）

11/22（金）

11/24（日）

27 11/23（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 国宝犬山城＆秀吉家臣団ゆかりの地を巡る武将好き必見ツアー

11/24（日）

12/1（日）

11/24（日）

12/1（日）

30 11/30（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 竜の子街道五蔵巡り＋“当日限定”竜の子みりんランチ♪

31 11/30（土） ＪＲ名古屋駅 ＪＲ名古屋駅 紅葉バス⑧♪デンパーク＆本格的日本庭園から眺める紅葉と大あんまき作り体験

32 12/7（土） ＪＲ名古屋駅
東岡崎駅

ＪＲ名古屋駅
家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、地元ガイドと巡る興隆の歴史

10/20（日）
12/1（日）

33 一宮駅 一宮駅 観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な関係に迫る旅

愛知デスティネーションキャンペーン（アフターキャンペーン）特別企画

愛知ＤＣ周遊バス　コース一覧

紅葉バス⑦♪愛岐トンネル群＆定光寺の絶景紅葉と文明開化の錦絵＆古陶器鑑賞ＪＲ名古屋駅ＪＲ名古屋駅28

黄葉バス♪幸福を呼ぶ黄色い旅、黄金色に染まるイチョウのまち散策とキリンビール工場見学
（試飲付）

ＪＲ名古屋駅ＪＲ名古屋駅29

紅葉バス⑤♪カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路
ＪＲ名古屋駅

湯谷温泉
ＪＲ名古屋駅25

紅葉バス⑥♪東海道二川宿散策＆紅葉と桜の競演「普門寺もみじ祭り」、大迫力の豊橋手筒花
火鑑賞

豊橋駅豊橋駅26

尾張一宮駅 尾張一宮駅 



コースの一例 

 
（１）鳳来

ほうらい

山
さん

東照宮・鳳来寺
ほうらいじ

の特別拝観と茶
ちゃ

臼山
うすやま

高原で一足早く紅葉鑑賞 

ふだんは非公開の鳳来山東照宮御宮殿（国重要文化財）と鳳来寺本堂内にある真
しん

達
だ

羅
ら

大将
たいしょう

を特別拝観。家康公生誕の秘密に迫ります。ご昼食は、五平餅づくりを体験後、

ご自分で作った五平餅を中心にしたお食事を。最後は、県内でも最も早く紅葉する茶

臼山高原で自由散策となります。湯谷温泉や茶臼山高原での宿泊との組み合わせもお

すすめです。 

【運 行 日】10/19（土） 

【ル ー ト】豊橋駅 8:30 発→→湯谷温泉駅 9:45 発→→鳳来山東照宮・鳳来寺の特別 

拝観→→千代姫荘→→秋の茶臼山高原まつり→→湯谷温泉駅 18:00 頃着

→→豊橋駅 19:30 頃着 

【旅行代金】おとな 3,900 円、小学生 3,600 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 
鳳来山東照宮御宮殿       五平餅（千代姫荘）         茶臼山高原 

 

 

（２）信長ファン必見！天下統一への序章を探るガイドツアー 

織田信長公の天下統一への道の序章となる関連スポットを巡るスペシャルツアー。

各スポットでは、地元ガイドがみなさまをご案内します。生誕地として有力視され

ている勝
しょ

幡
ばた

城、信長公が社領の安堵と社殿を寄進したという津島神社、桶狭間への

出陣地である清洲城、そして最後は、信長が初めて最初から築城した小牧山城を巡

ります。 

【運 行 日】10/20（日） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:15 発→→勝幡城推定復元模型→→津島神社・津島まちある

き→→朝日寿し→→清洲城→→小牧山城・小牧山城史跡情報館「れき

しるこまき」→→名古屋駅 17:45 頃着 

【旅行代金】おとな 2,600 円、小学生 2,000 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 
勝幡城推定復元模型         津島神社           朝日寿し 

 

 

 

 
画像はすべてイメージです。



（３）「日本遺産・有松絞」＆「七宝焼」で、この秋のファッションをエレガントに装おう！ 

国の伝統工芸品、日本遺産にも認定されている有松絞りと尾張七宝の地を訪ね、オ

リジナルのスカーフ＆スカーフ留めのブローチを作る、旅と体験を組み合わせたツ

アー。有松の地では、重要伝統的建造物群に指定されている有松の町並みを地元ガ

イドと共に散策します。さらに、尾張四観音筆頭の甚目寺観音を参拝します。

【運 行 日】10/26（土） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→絞りの里・有松（スカーフの絞り染め体験＆まち

あるきとカフェ＆バル庄九郎でのご昼食）→→あま市七宝焼アートヴ

ィレッジ→→甚目寺観音→→名古屋駅 17:00 頃着 

【旅行代金】おとな 9,000 円、小学生 8,400 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 
絞りの里・有松      あま市七宝焼アートヴィレッジ       甚目寺観音 

 

   

（４）たはらは農業王国！実りの秋の休日は、大人も子どもも楽しめる農業体験と     

ジャングル探検で！（キャベツ or フラワーアレンジメント編） 

工業が盛んな愛知県、実は全国有数の農業産出高を誇る農業県でもあります。特に

田原市は、市町村別の農業産出高で日本一！そんな田原市で、実りの秋を実感する

収穫体験を楽しむツアーがこちらです。キャベツの収穫体験とトロピカルフルーツ

のジャングル探検は、お子さま連れはもちろん、大人だけでも楽しめること間違い

なし！ ぜひご参加ください。 

【運 行 日】10/26（土） 

【ル ー ト】豊橋駅 11:20 発→→道の駅 田原めっくんはうす→→４Ｈクラブキャベ

ツ収穫体験→→道の駅 あかばねロコステーション→→小川農園トロ

ピカルフルーツのジャングル探検→→豊橋駅 19:30 頃着 

【旅行代金】おとな 3,900 円、小学生 1,600 円 ※未就学児は無料 

 

 

 
 
 

道の駅 田原めっくんはうす      キャベツ収穫体験    トロピカルフルーツのジャングル探検 

 

 

 

 

 

 

 画像はすべてイメージです。



（５）現地ガイドが解説します！時代順に巡る愛知の戦国合戦史、鉄砲隊模擬演武も！ 

桶狭間の戦い、長篠・設楽
したらが

原
はら

の戦い、小牧・長久手の戦いの 3 つの戦国合戦の地を

巡りながら、信長・秀吉・家康による、天下統一への道を辿ります。それぞれの戦

いの地を現地ガイドがご案内するほか、長篠・設楽原では、鉄砲隊による模擬演武

や甲冑試着体験（料金別途）もお楽しみいただけます。 

【運 行 日】11/2（土） 

【ル ー ト】名古屋駅 9:00 発→→桶狭間古戦場伝説地→→NEOPASA 岡崎→→設楽原

歴史資料館→→古戦場公園・長久手史跡巡り→→名古屋駅 18:00 頃着 

【旅行代金】おとな 800 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

  
桶狭間古戦場伝説地         NEOPASA 岡崎          長篠・設楽原決戦場跡 

 

 

 

（６）食と花とともに巡る ものづくりワンダーランド知多半島～「文化の日」編 

知多半島と言えば、農産物や醸造など、食の宝庫でもあります。そこで、このコー

スでは、全国一の生産量を誇る東海市のフキや、醸造業や海運業で活躍した中埜半

六家ゆかりの住宅などを巡ります。ご昼食は、知多半島の食材を中心にした食事を

楽しめる阿久比 PA でどうぞ。また、かつて住民参加型菊花展で日本一と認められた

阿久比町の菊花展にも立ち寄ります。 

【運 行 日】11/3（日・祝） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:45 発→→大倉公園→→ダイニチ食品・おふくろ庵→→みん

なの菊花展（阿久比ふれあいの森）→→阿久比 PA「愛知多の種～大地

の種」→→旧中埜家住宅→→名古屋駅 17:00 頃着 

【旅行代金】おとな 500 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 
大倉公園             旧中埜家住宅           みんなの菊花展 

 

 

 

 

 

 

 画像はすべてイメージです。



（７）愛知の穴場紅葉巡りと中馬
ちゅうま

街道・稲武宿散策、新酒の試飲体験付き！  

愛知県民にもあまり知られていない紅葉の穴場 2 スポットを巡ります。標高が高く、県内

でも比較的早く色づくタカドヤ湿地で紅葉鑑賞したあとは、ちょうど新酒の仕込み時期を

迎える酒蔵で、搾りたての試飲を。ご昼食後は、大井平公園の紅葉と中馬街道・稲武宿を

散策。途中、新ゴボウを使ったお漬物工場で試食＆お買い物を楽しんでいただきます。 

【運 行 日】11/9（土） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:00 発→→タカドヤ湿地→→ほうらいせん吟醸工房→→道

の駅どんぐりの里いなぶ周辺（ご昼食）→→大井平公園と中馬街道・

稲武宿散策→→道の駅どんぐりの里いなぶ（休憩・お買い物）→→名

古屋駅 17:20 頃着 

【旅行代金】おとな 3,600 円、小学生 3,300 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 
タカドヤ湿地         ほうらいせん吟醸工房     大井平公園と中馬街道・稲武宿散策 

 

 

（８）豊川稲荷秋季大祭＆まぐろ解体ショーとセリ体験！ 

旧海軍の機銃などの生産工場があった豊川海軍工廠平和公園を見学後、パワースポ

ットとしても人気の豊川稲荷にご参拝。観光ボランティアガイドがその魅力をご紹

介します。当日は、秋季大祭が開かれているので、たくさんの出店も出ている門前

町でご昼食を。その後、旧東海道赤坂宿の旅籠をご見学いただき、蒲郡ではまぐろ

解体ショーとセリ体験をお楽しみください。 

【運 行 日】11/16（土） 

【ル ー ト】豊橋駅 8:15 発→→豊川海軍工廠平和公園→→豊川稲荷→→東海道旅

籠大橋屋・JA ひまわりグリーンセンター音羽→→味のヤマスイ 山本

水産→→名鉄西浦駅 16:20 頃着（西浦温泉無料送迎バス接続）→→形

原温泉 16:35 頃着→→蒲郡駅 16:55 着→→蒲郡温泉 17:00 頃着→→三

谷温泉 17:15 頃着→→豊橋駅 18:00 頃着 

【旅行代金】おとな 2,000 円、小学生 1,600 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 
豊川海軍工廠平和公園          豊川稲荷         味のヤマスイ 山本水産 

 

 

 

 

 画像はすべてイメージです。



（９）カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を巡る、絶景の三河路 

ゆったりした山里の時間が流れる愛知県設楽
し た ら

町田
だ

峯
みね

地区。集落を見渡す高台にある

田峰観音や天空の山城・田峯城を地元ガイドがご案内します。その後、紅葉と桜の

共演が見事な小原
お ば ら

四季桜を鑑賞し、国内有数の紅葉名所・香
こう

嵐渓
らんけい

へ。コースを通じ

て、写真映えするスポットが続きます。 

【運 行 日】11/17（日）・11/24（日） 

【ル ー ト】名古屋駅 7:30 発→→湯谷温泉駅 9:30 発→→田峯地区散策・名物大五

平餅と限定だみねそばのご昼食→→小原四季桜（川見
せ ん み

）→→香嵐渓→

→名古屋駅 19:30 頃着 

【旅行代金】おとな 2,500 円、小学生 2,000 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）国宝犬山城＆秀吉家臣団ゆかりの地を巡る武将好き必見ツアー 

信長・秀吉・家康を生んだ愛知の地は、彼らの配下にあった多くの武将の生誕地で

もあります。このツアーでは、特に秀吉配下の武将たちゆかりの地を次々と巡りま

す。大河ドラマの主役になった武将から、主役とはならずも脇役として、いくつも

の大河ドラマに登場していた武将まで、さすが、「武将のふるさと愛知」を実感で

きる内容です。 

【運 行 日】11/23（土・祝） 

【ル ー ト】名古屋駅 9:15 発→→名古屋市秀吉清正記念館→→菊泉院→→蓮華寺

→→（車内お弁当）→→山内一豊誕生地碑→→堀尾跡公園・堀尾吉晴

邸趾→→国宝犬山城→→名古屋駅 18:20 頃着 

【旅行代金】おとな 1,000 円、小学生 300 円 ※未就学児は無料 

 

  

画像はすべてイメージです。

田峯城 小原四季桜（川見）   香嵐渓 

名古屋市秀吉清正記念館 菊泉院（福島正則公の菩提寺）     国宝犬山城 

※保存修理工事中のため、 

外観の一部が見えない予定です。 

（入場は可能です） 



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

学（試飲付） 

パリを中心に活躍した画家・荻須
お ぎ す

高徳
たかのり

の作品でパリの空気に触れたあと、町全体が

黄金色に包まれる「そぶえイチョウ黄葉まつり」へ。写真映えする景観と特産のぎ

んなんを使った料理をご堪能ください。最後は、「キリン一番搾り」ができるまでの

工程を楽しく紹介してくれる工場見学にご案内します。 

【運 行 日】11/24（日）・12/1（日） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→荻須記念美術館→→そぶえイチョウ黄葉まつり

→→びやす本店→→善光寺東海別院→→キリンビール名古屋工場→→

名古屋駅 17:00 頃着 

【旅行代金】おとな 4,500 円、小学生 1,500 円 ※未就学児は無料 

 

 

 

 

 
荻須記念美術館        そぶえイチョウ黄葉まつり     キリンビール名古屋工場 

 

 

（１２）竜の子街道五蔵巡り＋“当日限定”竜の子みりんランチ♪ 

醸造文化が盛んな地域をつなぐ「竜の子街道」（常滑市・半田市・碧南市・西尾市）

を巡るコース。なんと 5 つもの酒蔵に立ち寄って、試飲＆お買い物を楽しめるほか、

三河本みりんで有名な九重味淋にも。みりんの可能性を余すところなく表現したイ

タリアンをご賞味ください。 

【運 行 日】11/30（土） 

【ル ー ト】名古屋駅 8:30 発→→山崎合資会社→→九重味淋→→相生ユニビオ→

→國盛 酒の文化館→→オレゴンファーム＆ワイナリー→→澤田酒造

→→名古屋駅 18:20 頃着  

【旅行代金】おとな 4,500 円 ※20 歳以上の方限定 

 

 

 

 

 
九重味淋“K庵”         国盛 酒の文化館      オレゴンファーム＆ワイナリー 

 

 

 

 

 

 

 

画像はすべてイメージです。



（１３）家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、地元ガイドと巡る興隆の歴史 

松平徳川氏の発生から三河統一までの歴史の地を、地元ガイドの解説で辿ります。

徳川三百年の礎となった松平氏発祥の地・松平郷、矢作川を下り進出した安城城跡、

最後は、新たな本拠地となった岡崎（家康公生誕地）へ。ご昼食は、岡崎で八丁味

噌煮込み膳をお召し上がりください。 

【運 行 日】12/7（土） 

【ル ー ト】名古屋駅 7:45 発→→松平郷→→大正庵釜春本店→→安祥文化のさと

→→岡崎公園→→徳川家康公像（名鉄東岡崎駅）→→名古屋駅 17:40

頃着 

【旅行代金】おとな 2,900 円、小学生 2,300 円 ※未就学児無料 

 

 

 

 

 
松平郷            岡崎公園          徳川家康公像 

 

 

（１４）観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」接続！喫茶文化と繊維産業の不思議な

関係に迫る旅 

ＪＲ東海の観光列車「快速 モーニングトレイン一宮」のダイヤに接続して運行する

バスツアーです。コーヒー一杯の値段でトースト等が付いてくる「モーニングサー

ビス」発祥の地と言われる一宮で「モーニングカフェイベント」へのご参加と一宮

の喫茶文化が繁栄した源流“織物”の不思議な関係に迫ります。最後は、三大毛織

物産地である「尾州」でコースター作り体験をお楽しみいただきます。 

【運 行 日】10/20（日）・12/1（日） 

【ル ー ト】尾張一宮駅 9:45～10:00 発→→ツインアーチ 138→→豊島記念資料館

→→ぎんなべ→→一宮地場産業ファッションデザインセンター・のこ

ぎり二（平松毛織株式会社）→→尾張一宮駅 15:30～15:50 頃着 

【旅行代金】おとな 2,700 円、小学生 1,800 円 ※未就学児無料 

 

 

 

 

 
モーニングカフェイベント      豊島記念資料館      のこぎり二（平松毛織株式会社） 

 

 

 

画像はすべてイメージです。



３．観光列車の運行 

愛知ＤＣアフターＣＰ期間中、昨年も運行しご好評を頂いた、尾張・知多・三河エリア

を巡る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、秋の魅力あふれる観光地を巡る旅へお出かけください。 

 

■概要 

◆観光列車一覧※詳細は「■運行情報」をご覧ください。 

 ①快速 モーニングトレイン一宮［10/20（日）・12/1（日）］ 

 ②快速 知多鉄道酢トーリー［10/5（土）・11/2（土）］ 

 ③快速 おいでん奥三河［10/26（土）・11/30（土）］ 

◆観光列車の共通ポイント 

・乗車証明書と特製ノベルティ「ヘッドマークロゴ入り缶バッジ」を配布。 

※実際にご乗車のお客様おひとりにつき１点限り（それぞれ、列車ごとにデザインが異なります） 

※デザインは変更する場合があります。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

※各列車とも全車指定席の快速列車です。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。 

※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。 

 

■運行情報 

 ①快速 モーニングトレイン一宮【車内おもてなし：一宮市・(12/1（日）のみ)稲沢市】 

種別 区間・時刻 運転日 編成 ヘッドマーク 

快速 

 

 

10/20(日) キハ 75形(3 両編成) 
 

12/1(日） 313-8000 番台(3両編成)  

・10/20(日)は尾張一宮駅前ビル 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」（主催：一宮モーニング協議会（一宮商工会議所 企

画事業部 ℡0586-72-4611)）が開催されます。 

・12/1(日)は尾張一宮駅スタートのさわやかウォーキングも開催します。 

・この列車の運行日には、尾張一宮駅で接続する周遊バス(事前予約制・有料)が運行さ

れますので、一宮市の観光に是非ご利用ください。 

 （なお、周遊バス車内で本列車の乗車証明書をご提示いただくと、 

「ヘッドマークロゴ入りコースター」をプレゼントします。） 

※周遊バスの詳細は三重交通株式会社 観光販売システム営業部 

(℡052-253-6324)へお問合せください。 

ヘッドマークロゴ入り 

コースター 

（お一人様１個限り） 

乗車証明書（例） ヘッドマークロゴ入り缶バッジ（例） 昨年度の駅・車内のおもてなしの様子 

※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。 

別紙３ 



②快速 知多鉄道酢トーリー【車内おもてなし：知多半島 5市 5町合同】 

種別 区間・時刻 運転日 編成 ヘッドマーク 

快速 
 

 

10/5(土) 313-8000 番台 

（3両編成） 

  

11/2(土) 

 

・運行日には、夜の半田運河周辺を光で装飾し幻想的な空間で酒と食を楽しむイベント

「半田運河 HOTORISAKABA」（主催：半田市・半田市観光協会 ℡0569-32-3264）が開催

される予定です。 

・MIZKAN MUSEUMや半田赤レンガ建物など、醸造文化が盛んな半田市を堪能できる旅行商

品を、以下の旅行会社にて発売します。 

（なお、旅行商品ご購入のお客様には、「ヘッドマークロゴ入り升」をプレゼントします。） 

 

 

 

 

 

③快速 おいでん奥三河【車内おもてなし：奥三河 4市町村合同】 

種別 区間・時刻 運転日 編成 ヘッドマーク 

快速 
 

 

10/26（土） 313-8000 番台 

（3両編成） 

  

11/30（土） 

 

・鳳来寺や設楽原歴史資料館など、歴史あふれる新城市を堪能できる旅行商品を、以下

の旅行会社にて発売します。 

（なお、旅行商品ご購入のお客様には、愛知県産の間伐材を使用した「ヘッドマークロゴ入りスマホス

タンドキーホルダー」をプレゼントします。） 

 

 

 

 
※上記観光列車の運行情報は、Japan Highlights TravelのHP(https://japan-highlightstravel.com/jp/)でもご案内します。 
※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。また、ジェイアール東海ツアーズの商品につい

ては、ＪＲ東海「50+」の商品となります。 

５０歳からの旅クラブＪＲ東海「50+（フィフティ・プラス）」へのご入会・ツアーの詳細は、50+（フィフティ・プラス）で
検索または、ホームページ（ https://www.jrtours.co.jp/50plus）をご覧いただくか、下記にお問い合わせくださ
い。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ヘッドマークロゴ入り升 

（お一人様１個限り） 

ヘッドマークロゴ入り 

スマホスタンドキーホルダー 

（お一人様１個限り） 

画像はすべてイメージです。 

発売旅行会社（3 社） 

発売旅行会社（2 社） 

［入会問い合わせ］ＪＲ東海「50+」事務局 

・ナビダイヤル：0570-00-8350 

  携帯電話や一部のＩＰ電話サービスからは 

ご利用いただけません。 

・電話：03-3275-8350 

・受付時間：10：00～12：00、13：00～18：00 

（日曜・祝日及び年末年始を除く） 

［商品問い合わせ］「50+」ツアーデスク 

・フリーダイヤル：0120-957-550 

ＩＰ電話からはご利用いただけません。 

・電話：03-6867-8650 

・受付時間：10：00～18：00 

年中無休（年末年始を除く） 

https://japan-highlightstravel.com/jp/
https://www.jrtours.co.jp/50plus


2 ビンゴ（2 列スタンプを集めた方） 

オリジナルトランプ ※お一人様 1 個限り 

（先着 3,000 名様） 

ウォーキングビンゴカード 

４．さわやかウォーキング 

1991 年にスタートした「さわやかウォーキング」では、愛知ＤＣアフターＣＰの記念コー

スを設定します。記念コースでは、県内各地の見どころあふれる観光地やイベントを組込ん

だほか、県内交通事業者とのコラボコースも設定します。 

また、期間中、記念コース（県内開催の 25 コース）に参加してスタンプを集めると、ビ

ンゴの数に応じてプレゼントがもらえる企画「ウォーキングビンゴ」を開催します。県内の

様々な観光スポットを楽しみつつ、是非ご参加ください！ 
 

■ウォーキングビンゴ概要 

・記念コースのゴール受付で「ウォーキングビンゴカード」をお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ウォーキングビンゴカードは無くなり次第配布終了となります。（お一人様1枚限り） 
※破損・紛失の場合は再発行いたしません。 

 ・参加コースの該当箇所にスタンプを押印いたします。縦・横・斜めのいずれかにスタ

ンプを 5 個集めると 1 ビンゴとなり、ビンゴの数に応じて以下のプレゼントがもらえ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※上記プレゼントのデザインは変更する場合があります。 
※ウォーキングビンゴの達成賞品は2ビンゴまでのご用意です。スタンプを3列以上そろえた場合の達成賞品のご用意はありま
せん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙４ 

1 ビンゴ（1 列スタンプを集めた方） 

オリジナル缶バッジ ※お一人様 1 個限り 

（先着 8,000 名様） 

画像はすべてイメージです。 



■記念コース一覧（全 25コース） 

開催日 スタート駅 ゴール駅 コース名 

9/15(日) 東海道線:尾張一宮駅 東海道線:木曽川駅 尾張三英傑に仕えた山内一豊の歴史にふれて 

9/22(日) 豊橋鉄道:三河田原駅 豊橋鉄道:三河田原駅 秋の渥美半島、どんぶり街道とドリームカーを堪能し

よう 

9/23(月・祝) 東海道線:三河三谷駅 東海道線:三河大塚駅 三河湾の景観を堪能、弘法大師像たたずむ弘法山頂を

訪ねて 

9/28(土) 東海道線:熱田駅 中央線:鶴舞駅 名古屋の二大庭園とてづくり朝市を訪ねて 

10/6（日） 東海道線:刈谷駅 東海道線:逢妻駅 秋の本刈谷神社と歴史博物館を訪ねて 

10/6（日） 東海道線:幸田駅 東海道線:三ヶ根駅 幸田町名産「珍宝柿(筆柿)」の故郷の秋を満喫 

10/13（日） 東海道線:清洲駅 東海道線:稲沢駅 清洲城信長まつりとトヨタ名古屋自動車大学校旧車

見学 

10/20（日） 飯田線:豊川駅 飯田線:豊川駅 おいでん！まちおこし複合イベント「ほいとも祭」 

10/26(土) 東海道線:大府駅 東海道線:大府駅 大府市産業文化まつりと至学館大学レスリング場見

学ウォーキング 

10/26(土) 東海道線:安城駅 東海道線:安城駅 願いごと日本一。のまち、安城で秋の楽しいイベント

を満喫 

10/26(土) 中央線:春日井駅 中央線:勝川駅 弘法様ウォーク＆ハロウィンで盛り上がる勝川商店

街をぶらり散策 

10/27（日） 中央線:新守山駅 中央線:新守山駅 すいどうみち緑道を抜け自衛隊の記念行事を満喫し

よう！ 

10/27（日） 名鉄名古屋本線:国府駅 東海道線:愛知御津駅 東三河ふるさと公園で穂の国の自然を満喫しよう!! 

11/2(土) 関西線:蟹江駅 関西線:蟹江駅 老舗酒蔵「甘強酒造」の蔵開きと蟹江うまいもの巡り 

11/2(土) 愛知環状鉄道:北岡崎駅 愛知環状鉄道:中岡崎駅 岡崎城下家康公秋まつりと岡崎の今昔を巡る 

11/3(日祝) 東海道線:三河大塚駅 東海道線:蒲郡駅 秋の竹島エリアを巡り、モノづくりの祭典「くらふと

フェア」へ 

11/9(土) 中央線:定光寺駅 愛知環状鉄道:中水野駅 定光寺自然休養林 殿様街道を抜けて瀬戸・水野で窯

めぐり 

11/16(土) 中央線:千種駅 名古屋市営地下鉄:  

東山公園駅 

紅葉の名古屋を散策！水の歴史を訪ね「東山動植物園

に親子で行こう！」 

11/17（日） 東海道線:熱田駅 中央線:金山駅 まちじゅうがイベントあったか!あつた魅力発見市 

11/24（日） 飯田線:大海駅 飯田線:新城駅 山の湊の東側 東郷エリアを巡るウォーキング 

11/24（日） 愛知環状鉄道:瀬戸口駅 リニモ（東部丘陵線）: 

愛・地球博記念公園駅 

デジタルまつりを楽しもう！！晩秋の瀬戸・長久手ウ

ォーキング 

12/1（日） 東海道線:尾張一宮駅 東海道線:尾張一宮駅 一宮モーニングとぶらり探訪 

12/7(土) 東海道線:新所原駅 東海道線:二川駅 もみじ寺「普門寺」と二川宿グルメウォーキング 

12/8（日） あおなみ線:荒子駅 関西線:春田駅 ～前田利家百万石への道～いざ、犬千代ルートの名所

へ参ろうぞ！ 

12/21(土) 東海道線:名古屋駅 東海道線:名古屋駅 歴史や文化が見える市政資料館と輝く金のシャチホ

コ 名古屋城を歩こう 

 



５．旅行商品 

 

【フリープラン】 

① 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。 

・ガイドマップのご提示で入場料が割引される等の特典が受けられる施設に徳川美術

館・蓬左文庫、熱田神宮宝物館が追加になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設や利用条件等は「Japan Highlights Travel」ホームページ 

（https://japan-highlightstravel.com/jp/）をご確認ください。 

 

 

別紙５ 

【ガイドマップ表紙】 【クーポン利用の一例】 

画像はすべてイメージです。 

名古屋・知多半島篇 安城・岡崎篇 豊橋・蒲郡・田原篇 

【ガイドマップ提示で受けられる特典一覧】 

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


② 「明治村浪漫きっぷ」付商品 

■商品概要：以下のメニューが付いたプランです。 

○名鉄電車全線 2ＤＡＹフリーきっぷ 

○岐阜バス 犬山駅東口⇔明治村間２日間乗り放題 

○「博物館明治村」入村券＋村内バス１日券 

・〔ハイカラ衣装館（記念撮影コース）〕利用券または〔蒸気機関車（片道） 

＋京都市電（一乗車）〕乗車券のいずれか 

■設定日：2019年 10月 1日（火）出発分～ 

2020年 3月 31日（火）帰着まで ※一部日程を除く 

■発売日：2019年 8月下旬以降、順次 

■出発地区：首都圏・関西地区 

 

③ 「犬山城下町きっぷ」付商品 

■商品概要：以下のメニューが付いたプランです。 

○名鉄名古屋駅⇔犬山駅または犬山遊園駅往復乗車券（2日間有効） 

○犬山城入場券 

○名鉄クーポン（犬山城下町で利用できるグルメやお土産の割引が受けられます） 

■設定日：2019年 10月 1日（火）出発分～ 

2020年 3月 31日（火）帰着まで ※一部日程を除く 

■発売日：2019年 8月下旬以降、順次 

■出発地区：首都圏・関西地区 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 画像はすべてイメージです。 



【エスコートプラン】 

見どころ満載の“愛知ＤＣアフターＣＰ”エスコートプランを発売します。 

 

〔ジェイアール東海ツアーズの商品（一例）〕 

■商品名 ：50+一度は行きたい紅葉スポット！「香嵐渓」と桜と紅葉を同時に楽しめる

「小原の四季桜」・「白鳥庭園」ライトアップ 

■商品概要：ＪＲ東海がお届けする、入会金・年会費無料の 50歳からの旅クラブ「50+

（フィフティ・プラス）」では、貸切バスにて効率よく紅葉の名所「香嵐

渓」等を巡るツアーをご用意しております。 

      【愛知ＤＣアフターＣＰ企画】 

      名古屋の紅葉名所である「白鳥庭園」全域をライトアップ。 

      秋の庭園を彩る約 1500 本のモミジやドウダンツツジ等の紅葉と冬の庭園

の風物詩「雪吊り」のライトアップは、昼間の景色とは一味違う幻想的な

景色ですので、是非この機会にお楽しみください。 

■出発日  ：11/17（日）・19（火）・20（水）・21（木）・24（日）・26（火）・27（水）・ 

28（木）・30（土）、12/1（日） 

■出発地区：首都圏・静岡地区・関西地区 

■旅行代金（おひとり様）：【東京・品川発】17,300円 【静岡発】14,800円 

【新大阪発】15,300円 

■最少申込人数：1名 

■最少催行人数：25名 

■申込期限：出発日の 14日前まで 

■添乗員  ：名古屋駅～名古屋駅まで同行（現地添乗員） 

 

50歳からの旅クラブＪＲ東海「50+（フィフティ・プラス）」へのご入会・ツアーの詳

細は、50+（フィフティ・プラス）で検索または、ホームページ（https://www.jrtour

s.co.jp/50plus）をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の他、下記旅行会社においても旅行商品を発売する予定です。 

 

［入会問い合わせ］ＪＲ東海「50+」事務局 

・ナビダイヤル：0570-00-8350 

  携帯電話や一部のＩＰ電話サービスからは 

ご利用いただけません。 

・電話：03-3275-8350 

・受付時間：10：00～12：00、13：00～18：00 

（日曜・祝日及び年末年始を除く） 

［商品問い合わせ］「50+」ツアーデスク 

・フリーダイヤル：0120-957-550 

ＩＰ電話からはご利用いただけません。 

・電話：03-6867-8650 

・受付時間：10：00～18：00 

年中無休（年末年始を除く） 

画像はすべてイメージです。 

https://www.jrtours.co.jp/50plus
https://www.jrtours.co.jp/50plus


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アフターＣＰ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イベントガイドブック 

を、ＪＲ東海の主な駅などで 8月下旬から順次配布します。 

 

 

 

 

（２）ポスター 

昨年実施した愛知ＤＣフォトコンテストの入賞作品などを用いた、愛知県大型観光 

キャンペーン実施協議会制作の 5 枚組ポスターを 8月に全国のＪＲの主な駅に掲出。 

 

 

 

 

 

  

 

また、ＪＲ東海においてもポスターを制作し、8 月下旬～12 月下旬までＪＲ東海の 

主な駅に掲出します。 

 

 

 

 

 

（３）観光ＰＲイベント・観光ＰＲ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ＰＲキャラバンを行います。 

・ 9/14(土)・15(日）  福岡（天神地下街イベントスペース） 

・ 9/21(土)～29(日)    東京（東京駅八重洲口イベントスペース） 

・ 9/27(金)       横浜（横浜駅） 

・10/17(木)             広島（広島駅南口駅前広場） 

・10/18(金)       岡山（岡山駅前広場） 

・10/24(木)       大阪（新大阪駅） 

・10/25(金)       大阪（天王寺駅） 

・10/24(木)～27(日)     大阪（インテックス大阪（ツーリズム EXPO）） 

別紙６ 

画像はすべてイメージです。 

フォトジェニック 夜観光・都市観光 グルメ 祭・伝統文化 紅葉 

紅葉 グルメ 
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