
富士川町からの眺望 

２０１９ 年９月２ ６ 日 
富 士 川 地 域 ・ 身 延 線 沿 線 観 光 振 興 協 議 会 
東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 
～富士川地域・身延線沿線観光振興協議会×ＪＲ東海共同企画～ 

この秋は観光列車で富士川町へ！山車巡行祭りへのおでかけに便利な 

臨時急行「富士川 山車巡行祭り」号を運転します！ 
 

 ＪＲ東海と富士川地域・身延線沿線観光振興協議会では、この秋、豊かな自然に逢える町

「富士川町（山梨県）」へのご旅行を提案します。１１月４日（月・休）に同町にて開催され

る、５年に１度のお祭り「山車（だし）巡行祭り」開催に合わせて、魅力的な特典が盛りだ

くさんの臨時急行「富士川 山車巡行祭り」号を運転します。また、ＪＲ東海では、山車巡行

祭りで賑わう町並みを巡るさわやかウォーキングを開催します。当日限りの特別な列車に揺

られ、富士川町へでかけてみませんか。 

※富士川地域・身延線沿線観光振興協議会参画自治体：市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町 

１．臨時急行「富士川 山車巡行祭り」号の運転（別紙） 

 

 運 転 日：２０１９年１１月４日（月・休） 

  運転区間：静岡駅⇔鰍沢口駅 １往復運転  

   

・当列車は山車巡行の開始時刻（9：30）に合わせて 

 運行しており、車窓から望める美しい自然風景を 

 楽しみながらお祭りへご旅行いただけます。 

・列車に特製ヘッドマークを付けて運転します。 

・車内では記念乗車証をプレゼントします。 

・鰍沢口行の車内では、静岡駅、清水駅からご乗車された方限定で富士川町の地酒をプレ    

  ゼントします。静岡行の車内では、記念乗車証を飾る「特製スタンド」をプレゼントし       

  ます。 

・鰍沢口駅到着時はマスコットキャラクターのお出迎えなどのおもてなしを実施します。 

・車内では、地元自治体による富士川町の観光案内や、乗務員による車掌用発券機の 

 操作体験など様々なイベントを実施します。 

 

２．山車巡行祭りを巡るさわやかウォーキングを同日開催（別紙） 

・コース名：富士川町制 10周年記念 秋の甲州山車巡行祭り  

・スタート：身延線 鰍沢口駅 ※受付 8：30～11：00（予約不要） 

 

３．富士川町の魅力（別紙） 

 ・甲府盆地に位置する富士川町は、令和 2年 3月 8日に町制施行 

  10周年の節目を迎えるにあたり、各種記念イベントを開催します。 

 ・「山車巡行祭り」は有形文化財の山車を用いた 5年に 1度の祭りです。 

 ・風光明媚な観光名所、農作物・特産品が沢山あります！ 

  

※それぞれの詳細は、別紙をご参照ください。 
※プレゼント・イベント内容は変更される場合がございます。 

※写真・イラストは全てイメージです。 

記念乗車証（静岡行） 記念乗車証（鰍沢口行） 

富士川町 山車巡行祭り 

特製スタンド（静岡行） 日本酒（富士川町産） 

  

 



１．臨時急行「富士川 山車巡行祭り」号の運転 

   ◆運 転 日：２０１９年１１月４日（月・休） 

◆運転区間：（鰍沢口行）静岡駅 6：52発→鰍沢口駅 9:06着 

      （静岡行）鰍沢口駅 14:03 発→静岡駅 16:33着 

◆停 車 駅：清水駅、富士駅、富士宮駅 

◆車  両：３７３系車両（3両編成） 

     ※セミコンパートメント席は販売しません。 

 ◆き っ ぷ：臨時急行「富士川 山車巡行祭り」号は全車指定席です。ご乗車の際は、乗車券のほかに、 

       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。 

 〇乗車券に代えて、土休日に身延線・御殿場線・静岡近郊の東海道線フリー区間内で一日

乗り放題になる「休日乗り放題きっぷ」（2,720円）もご利用いただけます。便利でお得な

「休日乗り放題きっぷ」を是非、ご利用ください。 

（例）静岡駅から鰍沢口駅までご乗車お客様 

 急行券・指定席券（1,530円）＋休日乗り放題きっぷ（2,720円） 

 ※詳しくは駅窓口でお尋ね下さい。 

◆発 売 日：急行券・指定席券は、１０月４日（金）の午前１０時から、全国のＪＲの主な駅・旅行 

会社の窓口で発売します。 

 

◆車両装飾：・当日限りの特製ヘッドマークと行先標をつけて運転します。 

      ・1号車側のヘッドマークは、山車巡行祭りの雅な山車と 

       特産物である柚子、ダイヤモンド富士を表したデザインとしています。 

        3号車側は、富士山と夕日を表したデザインとしています。 

  ・行先標はかつての急行富士川で使用していたデザインを模したものを 

  とりつけます。 

        

◆乗車特典：・鰍沢口行の車内では、本列車限定のヘッドマークをあしらった特製ラベルの日本酒（富士

川町で造られた地酒）と「記念乗車証」をプレゼントします。 

※日本酒は、静岡駅、清水駅よりご乗車いただいたお客様限定。 

 ・静岡行の車内では「記念乗車証」に加え、記念乗車証と合わせると臨時急行のヘッドマ 

  ―クになる「特製スタンド」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

 特製スタンド（静岡行） 

※写真・イラストは全てイメージです。デザインは変更する場合がございます。 

※記念乗車証、特製スタンドは富士宮駅～鰍沢口駅間で配布予定です。日本酒は清水駅～富士駅間で配布予定です。 

※記念乗車証は鰍沢口行、静岡行でデザインが異なります 

※プレゼント内容は変更する可能性がございます。 

 

特製ヘッドマーク（1号車） 

特製ヘッドマーク（3号車） 

日本酒（鰍沢口行） 

裏面 

 

裏面 

 

表面 

 

表面 

 

 ※鰍沢口行の記念乗車証も入れられます！ 

 

記念乗車証（静岡行） 

記念乗車証（鰍沢口行） 



酒蔵ギャラリー六斎 

バッジイメージ 

道の駅富士川 

 

◆車内での観光ＰＲ・イベント： 

・地元自治体による観光案内、富士川町で採れた柚子タワーの展示。 

 ※車内は一部、柚子の香りが漂います。※柚子は収穫の状況により展示できない場合がございます。 

・車掌用発券機を用いた操作体験などのイベントを実施。 

 

◆鰍沢口駅イベント（鰍沢口行列車到着時） 

・マスコットキャラクターの「武田菱丸」によるお出迎え。 

・地元自治体によるおもてなし。 

 

 

２．鰍沢口駅スタートのさわやかウォーキング 

 ＪＲ東海では、富士川町 山車巡行祭りの開催にあわせ鰍沢口駅スタートのさわやかウォーキングを開催

します。〔参加費無料・予約不要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ポイント 

○主な立ち寄りスポット 

 『酒蔵ギャラリー六斎』 

  江戸時代に建てられた酒蔵の中は、富士川町の地酒「春鶯囀（しゅんのうてん）」 

  を販売しています。ここでしか買えない大吟醸の原酒など数多く取り揃えています。 

  また利き酒コーナー（有料）もあり、自分好みのお酒も探せます。 

『道の駅富士川』 

 太鼓堂をモチーフにした展望台をはじめ、館内には、地域の旬の素材、伝統 

 を活かしたレストランや地元農産物・特産物の販売コーナーがあり、富士川町 

 ならではの商品が堪能できます。 

○「さわちゃん・ぽぽちゃんオリジナルバッジ」プレゼント 

  身延線スタートのさわやかウォーキング参加の方にオリジナルバッジプレゼント。 

※本コースを含めた対象 4コースにおいて先着 2,500名様。お１人様１枚限り。 

 

 
 

 

※その他 

・荒天の場合等は、さわやかウォーキングの開催、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い合わせください。 

(JR 東海テレフォンセンター：050-3772-3910 サービス番号 2／6:00～24:00 年中無休) 

武田菱丸 

※季節の花・イベント・掲載写真の風景等は天候・自然条件等の状況によりご覧いただけない場合がございます。 
※バッジはデザインが変更になる場合がございます。 
※有料施設の料金など、コースの詳しい内容については、コース開催日の約１週間前から、さわやかウォーキングのホームページ

（https://walking.jr-central.co.jp/）で公開するコースマップでご案内します。 

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


ダイヤモンド富士 

 みみ料理 

大柳川渓谷 

 

大法師公園の桜 

 

ゆず 

 

３．豊かな自然に逢える町「富士川町」へ出かけよう！ 

 

■  町制施行 10周年 

 富士川町は、平成２２年３月８日に旧増穂町と旧鰍沢町が合併して誕生し、令和２年３月８日に１０周 

年を迎えます。そこで町では、本年３月より「ふじかわ☆１０☆すまいるプロジェクト」と銘打って、各種

記念事業を開催し多くの皆さまと１０周年の節目をお祝いします。 

 

 自然  

 ・大柳川
おおやながわ

渓谷
けいこく

 

初夏には新緑、秋には紅葉と四季折々の自然が満喫できます。渓谷内には、大小 10          

本の吊り橋と 5 つの滝があり、お子様からお年寄りまで気軽に散策を楽しめます。                                

 ・大法師
お お ぼ し

公園
こうえん

の桜                                                                    

日本の「さくら名所百選の地」、2000本の桜の美しさも然ることながら展望に恵 

まれ、大柳川渓谷の紅葉、正面に雄大な富士山、甲府盆地が一望できます。                                           

 ・ダイヤモンド富士 

富士山頂から日が昇ってくることで、１年のうち、冬至前後から正月の期間しか 

見ることができません。 

 ・櫛形山                                                                          

山頂周辺では、アヤメや山野草を楽しめるほか、登山道途中からは 

富士山や白峰三山、大法師公園の桜などが展望できます。                                                                                                              

 グルメ 

みみ料理（十
じっ

谷
こく

の集落に伝えられている郷土料理） 

 温泉                                                                                       

まほらの湯、かじかの湯 

 地場産業・特産品 

雨
あめ

畑
はた

硯
すずり

、木工品（臼）、ゆず、西洋なし、平林トマト                               

 イベントカレンダー 

4月上旬「大法師さくら祭り」 

6月  「あじさい祭り」（穂積地区：妙法寺） 

7月  「ふじかわ夏まつり」 

11月 「甲州富士川まつり」、「ゆずの里まつり」（穂積地区：妙法寺） 

    「氷室の郷ふれあいまつり」（平林地区）、「もみじ祭り」（五開地区） 

12月   ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」 

3月下旬「大法師さくら祭り」 

 

 

 

 「山車」は嘉永三年（1850 年）ごろに造られたと伝えられ、富士川舟運で栄えた 

宿場町の祭りとして「山車巡行祭り」が行われてきました。 

 現在では町の有形文化財として大切に保存され、祭りのときにはその雅な姿を見せ、 

地元保存会のみなさまと町内を練り歩きます。平成 22年 3月 8日の合併以降の現在 

でも、伝統を受け継ぎ、5年に１回、町制施行記念事業として開催しております。 

本年度は、11月 4日（月・休）に 10 周年の記念事業として 5年ぶりに町内市街地 

2.2 ㎞の区間で「山車巡行祭り」を開催します。 

 

みみ料理 

富士川町の魅力 

 

富士川町 山車巡行祭り 

平成２６年 山車巡行祭り写真 
 ※山車巡行祭りに関する情報は、富士川町役場政策秘書課【0556-22-7216】（8:30～17:15 土日祝および 

 
 12月 29日～1月 3日を除く）まで、お問い合わせください。 



 

 

 

※富士川町の観光情報については、富士川地域・身延線沿線観光振興協議会にお問い合わせください。 
 〒409-3244 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 495 TEL：0556-32-5021（平日 8:30～17:15） 

 

 富士川町 志村町長より 
30 年間続いた平成が終わり、本年 5 月より新たに令和の時代が始まりました。 
この輝かしい希望に満ちた新時代を迎え、富士川町では令和 2 年 3 月 8 日に町

制施行 10 周年の節目を迎えます。 
 町では、この 10 周年のお祝いに、各種記念イベントを開催いたします。その記

念事業の１つとして 11 月 4 日に開催する「山車巡行祭り」は、雅な山車や神輿、

万灯行列などが町中を練り歩く昔ながらのお祭りで、５年ぶりの開催となります。 
このお祭りに際し、多くの皆さまにご参加いただき、地元の人とともに富士川町

を大いに盛り上げていただきたいと考えております。 
また、富士川町には日本さくら名所 100 選に認定された「大法師公園」や、紅葉

が美しい「大柳川渓谷」、年末年始には富士山山頂より日の出を見ることができる

「ダイヤモントﾞ富士」など、豊かな名所と自然が数多くあります。ぜひ多くの皆

さまに富士川町にお越しいただけることをお待ちしております。 

富士川町  志村町長 


