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東海旅客鉄道株式会社 

 

日本の暑い夏は、愛知県でクールに過ごそう。 

「あいち冷やし旅」キャンペーンの展開について 

 

この度、「ずらし旅」キャンペーンの一環として、７月から９月にかけて愛知県

と新たな観光キャンペーン「あいち冷やし旅」を展開します。愛知県内全域で暑い

夏にピッタリの様々な「冷やしコンテンツ」をご用意しました。日本の暑い夏は、

愛知県でクールにお過ごしください！ 

１．キャンペーン開催期間等 

７月から９月にかけて「あいち冷やし旅」を展開します。東海道新幹線駅、東海

道新幹線車内、愛知県内等でポスターを展開する他、デジタルサイネージ、ＷＥＢ広

告等も展開します。キャンペーンポスターは、ウェルビー栄のアイスサウナと、日間

賀島の冷凍タコをイメージしたビジュアルをご用意しました。（別紙１参照） 

 

２．冷やしコンテンツ 

最低室温約マイナス25℃、最低水温約３度のウェルビー栄・アイスサウナ、清流が

美しい国の名勝天然記念物の乳岩峡、冷凍することで美味しくなる日間賀島のタコ、

愛知県産の素材を生かしたかき氷・あいちスノーブーケ、「きしころ」こと冷やしきし

めん、冷やしモーニングなど、愛知県内全域にて、冷やしコンテンツをご用意しまし

た。詳細は、別紙２の他、以下の特設サイト（「あいち冷やし旅」でご検索ください）

にてご紹介します！ 

https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/ 
 

３．旅行商品 

往復新幹線と「冷やし旅 選べる体験」が付いた旅行商品（宿泊・日帰り）をＪＲ東

海ツアーズの他、主な旅行会社より７月から９月のキャンペーン期間限定で発売しま

す。詳細は別紙３の他、特設サイトや電子パンフレットをご確認ください。 
 

４．タコ満喫プラン 

   河川の流入が多い伊勢湾、三河湾は、豊かな栄養に育まれた美味しい魚介類に恵まれ

ています。中でも日間賀島のタコは、冷凍することでより美味しくなると言われ、愛知

県民がわざわざタコを食べに島へ出掛けるほどです。愛知県内のホテル・旅館で「あい

ち冷やし旅」に合わせた特別プランを発売します。詳細は別紙３をご覧ください。 
 

※「ずらし旅」とは、時間、場所、旅先での移動手段、行動等を「定番」から“ずらす”旅を指します。ずらすことで、旅先で新しい楽しさ

を発見できるだけではなく、人混みを避けることにもつながり、これからの新しい旅のかたちとして当社が提案しています。 

※ご旅行に際しては、新型コロナウイルス感染症の状況や政府・自治体の要請等を踏まえたうえで、適切なタイミングをご判断いただきます

よう、お願いいたします。足元では感染が収束していない状況であっても、落ち着いてからのご旅行を検討される際の一助になればと考

え、この度、本キャンペーンをご案内いたします。当社の感染症対策に関する取組みについては、ホームページをご覧ください。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/
https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/


別紙１ 

 

「あいち冷やし旅」キャンペーンポスター 

 

 

 
 
 

ずらし旅モンスター  

「ずらし mado（マドゥ）」  

冷やしコンテンツ、揃ってるズラ！ 

Ｂ１ポスター「アイスサウナ」 Ｂ１ポスター「日間賀島のタコ」 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



ウェルビー栄 アイスサウナ 

乳岩峡 

日間賀島キッズアドベンチャー 

（シーカヤック） 

別紙２ 

「あいち冷やし旅」イチオシ冷やしコンテンツ 
 

暑い夏にひんやり涼しくなれる冷やしコンテンツ「冷やし旅 選べる体験」を愛知県内各

地でご用意しました。その中でも選りすぐりのコンテンツをご紹介します。 

 

（１）【ウェルビー栄】最低室温約マイナス 25℃！期間限定メントール入りアイスサウナ 

サウナ施設「ウェルビー栄」で、フィンランドのラップランドを再現した最低室

温約マイナス 25℃・最低水温約 3 度の「アイスサウナ」を体験！入浴後はサウナ

愛好家の定番ドリンク・オロポをかき氷にした「オロポかき氷」をご用意。 

≪イチオシポイント≫ 

キャンペーン期間限定でアイスサウナの水風呂にメントー

ルを投入。いつも以上の「冷やし」を体感いただけます。 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

   【時間】5:00～26:00（最終受付 23:00） 

       ※アイスサウナ利用可能時間は 7:00～23:00 

       ※コロナ等の影響により営業時間を変更する場合があります。 

 

（２）【乳岩峡】乳岩峡レンタサイクル＆冷たいドリンクと足湯でちょっと一息♪ 

秘境路線として有名なＪＲ飯田線沿線の湯谷温泉から、清流が美しい国の名勝

天然記念物・乳岩峡（ちいわきょう）まで、風を感じながらレンタサイクルで移

動！さらに足湯も楽しめるカフェやお宿での冷たいドリンク付き。 

≪イチオシポイント≫ 

湯谷温泉から乳岩峡までの間には、阿寺の七滝や鳳来

寺、奥三河蒸留所など見どころがたくさん。道中も自転車

だからこそ味わえる自然の中の涼やかな時間をお楽しみ

いただけます。 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

   【時間】11:00～16:00（予定）※要予約 

 

（３）【日間賀島キッズアドベンチャー】アドベンチャーパスポート 

日間賀島サンライズビーチにて、いかだを作ったり、シュノーケリングやシーカ

ヤックを満喫できたりするアトラクションをご用意！ 

※一部追加料金が必要なメニューもございます。 

≪イチオシポイント≫ 

他の海水浴場ではなかなか体験できない「いかだ作り」

やシーカヤックなどで、お子様の夏の思い出づくりに。 

【期間】7月 22日（木・祝）～7月 25日（日）及び 

7月 31日（土）～8月 22日（日）（予定） 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 



ロゴ 抹茶エスプーマかき氷 特濃安城いちじくかき氷 

海老天おろしきしめん（冷やし） 

   【時間】9:30～16:00（予定） 

    ※開催日時は変更の場合があります。 

 

（４）【かき氷クーポン】あいちスノーブーケ 

愛知県ならではのおもてなしを詰め込んだ、まるで花束のようなかき氷「あい

ちスノーブーケ」。こちらを 2杯お召し上がりいただけるかき氷クーポンで、お気

に入りのかき氷をご賞味。 

≪イチオシポイント≫ 

碧南のみりんや田原のメロン、安城の

いちじくや西尾の抹茶など、愛知県が誇

る名物を使用したかき氷を 2 杯食べ比

べいただけます。 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

※店舗により休業日あり 

   【時間】店舗により異なる 

       ※あいちスノーブーケの詳細な情報は特設サイト（https://recommend.jr-

central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/tokushu01/）をご覧ください。 

 

（５）【熱田神宮】熱田神宮宝物館と選べる宮きしめん冷やしメニュー 

三種の神器のひとつ、草薙神剣を祀ることから多くの刀剣類を所蔵する熱田神

宮宝物館。涼しい博物館の中で名刀の数々を鑑賞した後、熱田神宮境内にある宮

きしめん神宮店にて、愛知名物きしめんに金シャチに見立てた海老天を 2 本トッ

ピングした「海老天おろしきしめん（冷やし）」をいただきます。 

≪イチオシポイント≫ 

冷やしたきしめんは「きしころ」と呼ばれ、地元の人なら

誰もが知っている暑い夏におすすめのメニュー。7 月にリ

ニューアルオープンする宮きしめん神宮店でお楽しみくだ

さい。（海老天おろしきしめん（冷やし）は冷やし白玉ぜん

ざいと宮まんじゅうに変更できます。） 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

   【時間】9:00～17:00（ラストオーダー16:30） 

 

（６）【名古屋城】二の丸茶亭「冷やしモーニング」と冷やし旅特別御城印授与 

名古屋城敷地内の二の丸茶亭にて、名古屋グルメの新定番・冷やしモーニングで

朝活！さらに名古屋城の観覧券と冷やし旅キャンペーンの特別御城印を授与。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/tokushu01/
https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/tokushu01/


冷やしモーニング 特別御城印 

岡崎城下舟あそび 

360°プロジェクションマッピング 

≪イチオシポイント≫ 

冷たいお抹茶と小倉トーストにホイップクリームを

のせた冷やしモーニングと名古屋城の冷やし旅特別御

城印は、冷やし旅キャンペーン期間の特別企画です。

（冷やしモーニングは和菓子セットに変更できます。） 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

   【時間】9:00～16:45（ラストオーダー16:30） 

       ※冷やしモーニングは 9:00～11:00となります。（数に限りがございます。） 

 

（７）【岡崎城下舟あそび】ボートグランピング 

岡崎城下を流れる夕暮れ時の乙川で涼を感じ、キャンドルの灯火ゆれるグラン

ピング仕様の舟でボートグランピングをお楽しみ。 

≪イチオシポイント≫ 

2023年 NHK大河ドラマ「どうする家康」の主人公・徳川家康公

の生地である岡崎城とライトアップされた３つの橋を眺める、幻

想的な空間が魅力。 

【期間】7月 17日（土）～8月 29日（日）間の金土日祝（予定） 

   【時間】①18：30発 ②19：30発 ※乗船時間約 50分、要予約 

 

（８）【中部電力 MIRAI TOWER】360°プロジェクションマッピングによる夏空遊覧体験 

2020年にリニューアルオープンした中部電力 MIRAI TOWER(旧名古屋テレビ塔)

が、360°プロジェクションマッピングを冷やし旅キャンペーンに合わせて初公開。

花火や海など、夏を感じる映像を夜景と共に楽しみます。さらに冷やしドリンク

も付きます。 

≪イチオシポイント≫ 

展望階にて涼を感じながら、真夏の夜空いっぱいに広がる

360°のプロジェクションマッピングと名古屋の夜景のコラボ

レーションをお楽しみください。 

【期間】7月 1日（木）～9月 30日（木） 

   【時間】平日・日曜日は 19:00～21:00（最終入場 20:30） 

       土曜日・休前日は 19:00～21:40（最終入場 21:10） 

       ※プログラム内容・開催時間は日没時間等により変更の場合があります。 

 

※その他にもコンテンツを多数ご用意しております。各コンテンツの詳細な情報は特設サ

イト（https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/activity/）をご覧

ください。（「あいち冷やし旅」でご検索ください） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、営業時間の変更や臨時休業となる場合が

あります。また、事前予約が必要なメニューもあります。最新の情報はホームページな

どでご確認ください。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/activity/


別紙３ 

「あいち冷やし旅」旅行商品 
 

１．旅行商品【フリープラン（東海道新幹線利用商品）】 

「冷やし旅 選べる体験」（別紙２参照）付の旅行商品を発売します。 

■商品概要：愛知県内全域で暑い夏にピッタリの様々な「冷やしコンテンツ」を 

楽しめる「冷やし旅 選べる体験（※別紙２参照）」付の旅行商品です。 

■設 定 日：7月 1日（木）出発分～9月 30日（木）帰着まで 

■発 売 日：6月以降順次 

■出発地区：首都圏地区 

※「冷やし旅 選べる体験」のご利用にはスマートフォンやタブレットなどモバイル機器、および   

旅行商品ご予約時に旅行会社よりお知らせする「予約番号（お問合せ番号）」が必要となります。 

「冷やし旅 選べる体験」付商品は、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。 

 

２．旅行商品【現地観光プラン】 

首都圏以外のお客様も「冷やし旅 選べる体験」の一部をご購入いただける予定です。

詳細はジェイアール東海ツアーズの現地観光プランサイト 

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

※発売は 6月末を予定しています。 

 

３．旅行商品【エスコートプラン（東海道新幹線利用商品）】 

ジェイアール東海ツアーズ及びＪＴＢメディアリテーリングにて冷やし旅コンテン

ツ付のエスコートプランを発売します。 

＜旅行商品の一例＞ 

①５０＋あいち冷やし旅 本格ひやむぎ打ち体験と西尾市抹茶製造者の抹茶かき氷 

（日帰り） 

■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ 

■商品概要  ：・明治時代創業の名店・大正庵釜春にてひやむぎ打ちを体験。 

・全国有数の抹茶生産地西尾市の抹茶生産者（葵製茶）直営カフェ 

“茶房 AOI“にて抹茶点てを体験。更に名物・抹茶かき氷をご賞味。 

■出発日   ：8月 17日（火）、24日（火）、9月 14日（火） 

■出発地区 ：首都圏地区 

■旅行代金（大人おひとり様）：【東京・品川発】22,800円  

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

https://www.jrtours.co.jp/activities


特別御城印 

■最少申込人員：1名 

■最少催行人員：20名 

■申込期限 ：出発日の 14日前まで 

■添乗員   ：豊橋駅～豊橋駅まで同行（現地添乗員） 
 

②５０＋あいち冷やし旅 木曽川鵜飼観覧と七宝焼風鈴づくり体験で夏を感じて 

（日帰り） 

■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ 

■商品概要  ：・国宝 犬山城を望みながら、木曽川鵜飼を間近で観覧。 

・七宝焼アートヴィレッジにて、愛知県が誇る伝統工芸品・尾張七宝 

の風鈴づくりを体験。 

■出発日   ：8月 21日（土）、9月 11日（土）、18日（土） 

■出発地区 ：首都圏地区 

■旅行代金（大人おひとり様）：【東京・品川発】24,800円  

■最少申込人員：1名 

■最少催行人員：20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.jrtou

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「旅物語」あいち冷やし旅 木曽川鵜飼と愛知３名城２日間 

■旅行会社名：ＪＴＢメディアリテーリング 

■商品概要  ：・国宝 犬山城を望みながら、木曽川鵜飼を間近で観覧。 

・名古屋城観覧と冷やし旅特別御城印授与。 

■出発日   ：9月 4日（土）、10日（金）、11日（土）、18日（土）、 

19日（日）、22日（水）、24日（金）、25日（土） 

■出発地区 ：首都圏地区 

■旅行代金（大人おひとり様）：【東京・品川発】39,800円  

■最少申込人員：1名 

［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） 

・電話でのご入会は受け付けておりません。 

［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） 

抹茶かき氷 ひやむぎ 

木曽川鵜飼 尾張七宝の風鈴 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

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


■最少催行人員：25名 

■申込期限 ：出発日の 14日前まで 

■添乗員   ：往路東京駅～復路東京駅まで同行 
 

※上記全てのツアー詳細は、各旅行会社のパンフレット等をご確認ください。 

 

 

 

 

４．冷やし旅限定！タコ満喫プラン 

   ジェイアール東海ツアーズより、三河湾に浮かぶ「タコの聖地」として知られる日

間賀島のホテル・旅館に宿泊して、愛知県産のタコを使った料理を楽しむ「タコ満喫

プラン」を販売します。料理は茹でタコや冷しゃぶなどが提供されます。 

 

  ≪イチオシポイント≫ 

  ・愛知県にある伊勢湾、三河湾は、木曽三川や矢作川、豊川な

ど、河川から流れ込む山や森の栄養分により、美味しい魚介

類が獲れることで知られています。中でも蛸壺で丁寧に捕獲

された日間賀島産のタコは絶品。流通量が少ないため全国的

な知名度は高くありませんが、愛知県民がタコを食べにわざ

わざ島へ出掛けるほどの美味です。 

 ・また、日間賀島のタコは「冷やす」ことでより美味しくなる

と言われています。獲れてすぐに内臓を取り出し、マイナス

25度以下の冷凍庫で急速冷凍させたタコは、鮮度はそのまま

に、より旨みが増します。 

  

  また、日間賀島宿泊プランの他にも、名古屋マリオットアソシアホテル及びホテルア

ソシア豊橋にて、コースの一部に愛知県産のタコを使用した料理を楽しめるプランも販

売する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

※旅行商品の詳細はジェイアール東海ツアーズにお問い合わせください。 

茹でタコ 

タコの冷しゃぶ 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

名古屋マリオットアソシアホテル 名古屋マリオットアソシアホテル 
「中国料理 梨杏」料理の一例 「日本料理 京都つる家」料理の一例 


