
２０１９年８月２９日 

東海旅客鉄道株式会社 
 

令和はじめての秋、「日本のはじまり」を訪れる旅へ 

うましうるわし奈良 “橿原神宮編“ スタート！ 
 

日本書紀・古事記で第一代天皇 神武天皇が即位されたと語られる伝承地 橿原宮
かしはらのみや

址
あと

に建つ

橿原
かしはら

神宮
じんぐう

。神武天皇とその皇后を祀り、広大な境内には荘厳な空間が広がっています。参拝後に

近世の風情あふれる今井町
いまいちょう

に立ち寄れば、おいしい食事など旅の楽しみも盛り沢山です。時代の

節目「令和」はじめての秋。「日本の原点」ともいえる橿原へのご旅行をご提案します。 
 

１．宣伝展開について 

（１）メインコピー 令和元年、「日本のはじまり」へ 

・日本書記には、神日本磐余彦尊
かむやまといわれびこのみこと

が畝傍山
うねびやま

の東南に「橿原宮
かしはらのみや

」を築き、第一代 神武天皇として即位

されたと記されています。橿原神宮は、その橿原宮址に第一代 神武天皇とその皇后である

媛蹈韛五十鈴媛
ひ め た た ら い す ず ひ め

命
のみこと

をお祀りして明治二十三年に創建された神社です。 

・新しい時代「令和」のはじまりの年に、「日本の原点」ともいえる橿原神宮への旅をご紹介するた

め、今回のコピーとしました。 

 

 

 

 

 

 
 

（２）宣伝方法（別紙１） 

・Ｔ Ｖ Ｃ Ｍ：８月３１日（土）～９月２３日（月） 

・ポ ス タ ー：８月３０日（金）～順次 

・ＷＥＢプロモーション：橿原神宮からはじまる女性ふたり旅の魅力を紹介するＷＥＢ動画「わたしと先

輩のハレ詣で」をＳＮＳ等で展開。 

 

 

 
          

【キャンペーン特設サイト】 

https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/ 

周辺スポットの紹介やＷＥＢ動画と連動したモデルコースなど、橿原神宮、今井町のおすすめ情報を

ご覧いただけます。 

ポスター＜橿原神宮編＞ 

 ＷＥＢ動画の一部 

https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/


 
 

 
 

２．キャンペーン期間中の特別企画と旅行商品 

（１）橿原神宮における特別公開・特別授与品（別紙２） 

・９月１日（日）から１２月８日（日）まで、新幹線で旅行された方が橿原神宮でご朱印を受けると

特別記念品が授与されます
*
（初穂料別）。 

・１０月２３日（水）から１２月８日（日）まで、通常非公開の「勅使館
ちょくしかん

」が特別公開*（特別拝観料

５００円、除外日あり）。新幹線で旅行して拝観されると、鳥居の古材を使用したお守りがいただ

けます
*
。 

 

（２）食と近世の町並みを楽しめる「今井町」を楽しむ特別企画（別紙２） 

・奈良県ビジターズビューローと連携して制作した「橿原神宮・今井町をめぐる Kashihara Walking 

Map」を、新幹線で旅行された方に配布して橿原神宮、今井町を巡る旅の楽しみ方をご紹介
*
。 

・今井町の人気カフェ「うのまち珈琲店」にて、キャンペーンとのコラボレーションメニュー、東海

道新幹線とドクターイエローをイメージしたタピオカドリンクを期間限定で販売
*
。 

・橿原神宮、今井町に加え、新元号の発表より話題の「奈良県立万葉文化館」や「元号はじまりの地」

とよばれる飛鳥を１日でめぐる京都発着（ＪＲ奈良駅乗降可）の周遊バスを運行します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

近世のにぎわいを今に伝える町・今井町 

・橿原神宮から歩いて約２５分の橿原市今井町は、８割近くの民家が今も江戸時代の様式を保ち、

白川郷や金沢の茶屋町と同様に「重要伝統的建造物群保存地区」として国に指定されています。 

・戦国時代に称念寺を中心に発展した寺内町で、防衛のため町を環濠で囲んだ城塞都市として織田

信長と対峙したことでも知られ、自治権を手にして「海の堺、陸の今井」と呼ばれるほどの繁栄

を誇りました。 

・近年、伝統的な町並みはそのままに、話題のカフェやレストランがオープンするなど、にぎわい

をみせています。 
 

（３）特別な秋の橿原を体験できる充実の旅行商品（別紙３） 

・橿原神宮夜間特別参拝や、内拝殿特別参拝など、特別な体験ができる旅行商品をご用意します。 

 

 

橿原神宮・今井町をめぐる 

Kashihara Walking Map 
今井町の町並み 東海道新幹線をイメージした 

限定ドリンク「タピオカ新幹線」 

橿原神宮 内拝殿 

ライトアップイメージ 

写真提供： 

奈良県ビジターズビューロー 

* 
特別企画のお渡し・ご提供条件等については、別紙２をご覧ください。 



 

 

橿原神宮編の宣伝展開について 
 

１．ＴＶＣＭ 

【期 間】２０１９年８月３１日（土）～９月２３日（月） 

【地 域】首都圏・静岡地区においてスポットおよび首都圏・静岡地区・名古屋地区・関西地

区の提供番組で放映 

 

 

 

 

 

２．ポスター 

【期 間】２０１９年８月３０日（金）～順次 

【地 域】首都圏・静岡地区・名古屋地区の主な駅、および京都駅 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ＷＥＢプロモーション 

（１）ＷＥＢ動画「わたしと先輩のハレ詣で」 

橿原への女性ふたり旅を描くＷＥＢ動画「わたしと先輩のハレ詣で」を、女優の中島亜梨沙さ

んと小川紗良さんのダブル主演で展開します。キャンペーンサイトでは、ＷＥＢ動画で紹介した

スポットを巡る連動モデルコースもご用意。新しい橿原の楽しみ方をご提案します。 

【期 間】２０１９年８月２９日（木）～順次 

【媒 体】Youtube、Twitter、Facebook、Instagram 

 

  

別紙１ 

 

ＴＶＣＭの一部 

Ｂ０ポスタービジュアル Ｂ１ポスタービジュアル 

ＷＥＢ動画の一部 



○起用タレント 

 中島 亜梨沙（なかじま ありさ） 

北海道出身。第 89 期生として宝塚歌劇団に入団し、月組で初舞台を

踏む。星組、月組を経て、2009年に宝塚歌劇団を退団。退団後は、ド

ラマ、映画、舞台などで活躍している。 

主な出演作品は、大河ドラマ｢八重の桜｣｢真田丸｣、｢風雲児たち～蘭学

革命～｣｢ボキャブライダーonTV｣（NHK）、｢嘘の戦争｣｢嫌われる勇気｣

（CX）などがある。｢君の輝く夜に～FREE TIME,SHOW TIME～｣明治座

｢ふるあめりかに袖はぬらさじ｣の公演が控えている。 

 小川 紗良（おがわ さら） 

東京都出身。2016 年公開の主演映画｢イノセント 15｣は海外 4 カ国の

映画祭で上映。その後国内でも長期間上映が続くなど話題になる。早

稲田大学に在学中から映画監督としても活動を開始、｢最期の星｣

（’18）など 3作全てが国内各地の映画祭で入選。近作は連続テレビ

小説｢まんぷく｣（NHK）立花幸役、｢向かいのバズる家族｣（YTV・NTV 系）

では盛田桃役を好演。また｢サン・ジェルマン伯爵は知っている｣（EX）

では初めての MC も務めるなど、様々な分野で挑戦している。 

 

（２）ホームページにて橿原神宮編特設サイトをご用意 

橿原神宮の歴史や境内でご覧いただきたいポイントをわかりやすくご紹介するほか、特集コ

ンテンツ「知られざる今井町の魅力、徹底紹介」では近年注目を集める今井町の魅力をしっかり

とご紹介します。ぜひご覧ください。 

 

【キャンペーンサイト】https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/ 

 

 

 

  

https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/


 

 

橿原神宮・今井町を楽しむ特別企画 
 

キャンペーンにあわせて、この時期ならではの特別拝観や、橿原神宮から今井町を旅する楽しみ

方をご紹介するお散歩マップなどの特別企画をご用意しております。また、色鮮やかで美味しいメ

ニューが大人気の今井町のカフェ「うのまち珈琲店 奈良店」では、本キャンペーンにあわせた限定

タピオカドリンクの提供も。ぜひ、今だからこその橿原の魅力をご体験ください！ 

 

１．橿原神宮における特別授与品・特別公開 

（１）＜御朱印をいただいた方向け＞特別記念品の授与 

キャンペーン期間中に橿原神宮で御朱印を受けられた、「『京都駅』『新大阪駅』着のエクス

プレス予約／スマートＥＸの商品を利用された方」および「ＪＲ東海ツアーズの対象旅行商品

で旅行された方」には、特別記念品として橿原神宮の内拝殿を描いたクリアファイルがプレゼ

ントされます。 

 

【お渡し期間】 ２０１９年９月１日（日）～２０１９年１２月８日（日） 

【お渡し場所】 橿原神宮御朱印所（９：００～１６：３０） 

【お 渡 し 条 件】 御朱印を受けられた方のうち、 

（１）「京都駅」「新大阪駅」着のエクスプレス予約／スマートＥＸの商品を

利用された方 

御朱印所にお越しの当日・前日に利用された「京都駅」「新大阪駅」着

の「ＥＸご利用票（座席のご案内）」または「ご利用票 兼 領収証」を

御朱印所にご提示ください。 

（２）ＪＲ東海ツアーズの対象旅行商品で旅行された方 

［添乗員付き旅行商品］添乗員が当日ご案内いたします。 

［添乗員なし旅行商品］別途お渡しする「ご案内書面」を御朱印所に

ご提示ください。 

【そ の 他】 ・詳細は「うまし うるわし 奈良」ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

  

別紙２ 

 

橿原神宮 御朱印（イメージ） 

画像提供：橿原神宮 

ＥＸご利用票 ご利用票 兼 領収書 きっぷではご利用

いただけません 



 

（２）「勅使館」期間限定特別公開 

天皇陛下の御代理である「勅使」が例祭「紀元祭」や重要な祭典の前に参籠
さんろう

・潔斎
けっさい

する建物

である通常非公開の「勅使館」が、１０月２３日（水）より特別公開となります（除外日あり）。

これまで非公開であった勅使館の「上段の間」をご覧いただけるほか、午前と午後に神職によ

る解説も実施されます。また拝観者の方で、「『京都駅』『新大阪駅』着のエクスプレス予約／

スマートＥＸの商品を利用された方」および「ＪＲ東海ツアーズの対象旅行商品で旅行された

方」には、橿原神宮の鳥居の古材を使用したお守り「開運招福・健康延寿鳥居古材木札」が授

与されます。 

 

【公 開 日】 ２０１９年１０月２３日（水）～２０１９年１２月８日（日） 

※下記は除外日となり、拝観不可 

１０月２５日（金）、３１日（木）、１１月２日（土）、１０日（日）、１２

日（火）～１５日（金）、２０日（水）、３０日（土） 

【公 開 時 間】 ９：３０～１５：３０ 

※下記日程は午後１２：３０～１５：３０のみ公開 

１１月１日（金）、３日（日）、１１日（月）、２１日（木）、１２月１日（日） 

【特別拝観料】 ５００円 

【特別授与品】 開運招福・健康延寿鳥居古材木札 

※受付にて、 

・京都駅または新大阪駅着の「ＥＸご利用票（座席のご案内）」または「ご

利用票 兼 領収書」（ただし、いずれも配布箇所にお越しの当日・前日

に利用されたものに限る） 

・ＪＲ東海ツアーズの対象旅行商品の「ぷらっと整理票」 

のいずれかをご提示ください。 

【そ の 他】 ・詳細は「うまし うるわし 奈良」ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  
勅使館 開運招福・健康延寿 

鳥居古材木札 

画像提供／橿原神宮 



２．近世の町並みと食を楽しめる「今井町」を楽しむ特別企画 

（１）「橿原神宮・今井町をめぐる Kashihara Walking Map」 

奈良県ビジターズビューローと連携し、橿原神宮・今井町エリアを徒歩で散策するためのガ

イドマップをご用意しました。「『京都駅』『新大阪駅』着のエクスプレス予約／スマートＥＸ

の商品を利用された方」および「ＪＲ東海ツアーズの対象旅行商品で旅行された方」がお受け

取りいただけますので、ぜひご利用ください。 

 

【お渡し期間】 ２０１９年９月１日（日）～２０１９年１２月８日（日） 

【お渡し場所】 ＪＲ東海ツアーズ 京都支店、京都駅新幹線中央口支店 

【お渡し条件】 （１）「京都駅」「新大阪駅」着のエクスプレス予約／スマートＥＸの商品

を利用された方 

配布箇所にお越しの当日・前日に利用された「ＥＸご利用票（座席の

ご案内）」または「ご利用票 兼 領収書」を窓口にご提示ください。 

（２）ＪＲ東海ツアーズ対象旅行商品をご購入の方 

旅行商品の「ぷらっと整理票」を窓口にご提示ください。 

【そ の 他】 ・詳細は「うまし うるわし 奈良」ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「うのまち珈琲店×うましうるわし奈良」期間限定メニュー 

「うのまち珈琲店 奈良店」は、ＳＮＳ映えする季節のパフェやドリンクが人気を集めてい

る今井町のブックカフェ。今回のキャンペーンにあわせて「うのまち珈琲店×うましうるわし

奈良」の期間限定メニューとして、東海道新幹線とドクターイエローをイメージしたタピオカ

ドリンクを注文することができます。 

 

【提 供 期 間】 ２０１９年９月１日（日）～２０１９年１１月３０日（土） 

【メ ニ ュ ー】 ・タピオカ新幹線 

ミルク・ホイップをベースにした白と、バタフライピーの鮮やかな青で、

東海道新幹線のイメージカラーを再現しました。ヘーゼルナッツ味で、

甘く仕上げられています。 

・タピオカドクターイエロー 

スムージーの黄色と、バタフライピーの鮮やかな青で、ドクターイエロ

ーのカラーリングをイメージしています。ゴールデンパインの爽やかな

『橿原神宮・今井町をめぐる Kashihara Walking Map』（イメージ） 



味わいです。 

【提 供 条 件】 「うのまち珈琲店 奈良店」でご自身のスマートフォン内にエクスプレス予

約＆スマートＥＸ公式スマホアプリ「ＥＸアプリ」がインストールされてい

ることを提示された方 

【提 供 価 格】 ６５０円（９月時点 ※１０月以降の価格は店舗にご確認ください） 

【そ の 他】 詳細は「うまし うるわし 奈良」ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「日本のはじまり」の地・橿原を一日で巡る！特別バスプラン 

今回のキャンペーンにあわせ、橿原神宮・今井町に加えて「元号はじまりの地」と呼ばれ

る飛鳥、中西進氏が名誉館長を務め、「令和」出典で話題となった『万葉集』を学ぶことが

できる奈良県立万葉文化館などを一日でめぐる周遊バスを、ＪＲ東海ツアーズの旅行商品と

して運行します。 

バスは京都発着で、ＪＲ奈良駅からのご乗車も可能です。ご購入は、橿原神宮編キャンペ

ーンサイト（https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/）またはＪＲ東海

ツアーズのホームページをご覧ください。 

 

【旅行商品名】 うましうるわし奈良 橿原神宮と古代ロマンが眠る地 飛鳥 

【設 定 期 間】   ９月：１５日(日)、２１日(土)、２２日(日)、２８日(土) 

１０月：５日(土)、１２日(土)、１３日(日)、１９日(土)、２６日(土) 

１１月：２日(土)、３日(日)、９日(土）、１６日(土)、２３日(土）、 

    ２４日（日）、３０日(土) 

【出 発 地 区】 京都・奈良 

【旅 行 代 金】 ８，９００円 

※京都・奈良発着同額、日帰り、食事なし、大人・小人おひとり様、拝観料・見学料含む 

  

「タピオカ新幹線」 

https://nara.jr-central.co.jp/campaign/kashihara2019/


ＪＲ東海ツアーズのおすすめ旅行プラン 

 

 

１．うましうるわし奈良 令和元年「日本のはじまり」橿原神宮への旅 

 ●プランのポイント 

  ・往復の新幹線と、「近鉄電車往復乗車券（※１）」「橿原神宮勅使館の特別拝観(※２)」「橿原神

宮～今井町散策ＭＡＰ」がセットになったオトクなパッケージ商品なので、気軽に橿原への

旅を楽しむことができます。 

（※１）京都駅～近鉄奈良駅、近鉄奈良駅～大和八木駅、大和八木駅～橿原神宮前駅の往復乗車券 

（近鉄特急の料金は含まれておりません。ご利用の場合は別途購入となります）。 

（※２）橿原神宮勅使館の特別拝観不可日は南神門授与所にて「一筆箋」「橿原神宮由緒略記」「開

運招福・健康延寿鳥居古材木札」をお渡しいたします。 

 

■設定期間： １泊プラン ：９月１日（日）～１２月７日（土）出発 

２泊プラン ：９月１日（日）～１２月６日（金）出発 

３泊プラン ：９月１日（日）～１２月５日（木）出発 

日帰りプラン：９月１日（日）～１２月８日（日）出発  

※一部除外日あり。 

■出発地区： 首都圏地区、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ２６，４００円～３４，７００円 
※東京・品川発着、１泊２日、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られま

す）、ホテル日航奈良、 

禁煙ツイン（２・３名様１室）・禁煙ファミリーツイン（４名様１室）、 

食事なしプラン利用、大人おひとり様、近鉄電車往復乗車券＋橿原神宮勅使館の特別

拝観＋橿原神宮～今井町散策ＭＡＰ含む 
■申込期限： 出発日の１日前まで（一部販売店、ＷＥＢ申込は除く） 

 

 

 

 

２．「橿原神宮」内拝殿特別参拝・勅使館特別公開といにしえの奈良 飛鳥 

（ＪＲ東海「50＋」特別企画） 

 ●プランのポイント 

・「橿原神宮」では通常入ることができない内拝殿前で神職のご案内のもと、特別参拝を行いま

す。また、通常非公開の「勅使館」を見学いたします。 

・中大兄皇子建立といわれる「川原寺」や飛鳥大仏を有する「飛鳥寺」などいにしえの風を感

じられる明日香地区へご案内いたします。 

 

■設定期間： １０月：１２日（土）、２３日（水） 

１１月：５日（火）、１７日（日） 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ２４，８００円～２５，８００円 
※東京・品川発着、日帰り、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られます）、昼

食１回（弁当）付、大人おひとり様、拝観料含む 

別紙３ 

 

 

 

[商品問合せ] ぷらっと旅・コールセンター 

・電話：03-6854-4310 

 ・受付時間：全日 10:00～18:00 （年末年始を除き年中無休） 



■申込期限： 出発日の１４日前まで 

 

３．第７１回正倉院展と橿原神宮夜間特別参拝（ＪＲ東海「50＋」特別企画） 

 ●プランのポイント 

・「橿原神宮」では、神職のご案内で閉門後に特別参拝いたします。 

・御即位記念第７１回正倉院展や世界遺産吉野「金峯山寺」秘仏御開帳など奈良の秋を満喫で

きるコースです。 

 

■設定期間： １１月：１日（金）、３日（日）、６日（水）、９（土） 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ４７，８００円～５４，８００円 
※東京・品川発着、１泊２日、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られま

す）、朝食１回、夕食１回付、大人おひとり様、拝観料含む 
■申込期限： 出発日の１６日前まで 

 

４．令和元年に訪れる！第一代天皇即位の地「橿原神宮」夜間正式参拝と奈良大和路紀行

（ＪＲ東海「50＋」特別企画） 

 ●プランのポイント 

・「橿原神宮」では、神職のご案内で閉門後に特別正式参拝いたします。 

・奈良を代表する寺院「長谷寺」「金峯山寺」「薬師寺」では僧侶によるご案内や法話を拝聴で

きる特別企画をご用意しました。 

 

■設定期間： １０月：２３日（水）、２５日（金）、２８日（月） 

１１月：４日(月・祝)、６日(水）、１８日(月）、１９日(火)、 

２９日（金） 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ４９，８００円～５８，８００円 
※東京・品川発着、１泊２日、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られま

す）、朝食１回、昼食２回、夕食１回（弁当）付、大人おひとり様、拝観料含む 
■申込期限： 出発日の１６日前まで 

 

※掲載の商品はこの広告でのお申込みは受け付けておりません。詳しい旅行条件等を記載したパ

ンフレットやＷＥＢページをご用意しております。事前にご確認の上、お申込みください。 

※50＋（フィフティ・プラス）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名まで同行可） 

※50＋旅行プランの詳細は、パンフレットまたはホームページ

（https://www.jrtours.co.jp/50plus）をご覧下さい。 

 

 

 

[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：全日 10:00～18:00（年末年始を除き年中無休）  

※５０＋への会員登録を同時に受け付けます。 

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