
  

２０２１年１２月１７日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」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、１月から３月にかけて、 

新たな観光キャンペーン「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」を展開します。 

このエリアには、絶景の波打ち際温泉やインフィニティ温泉等、開放感にあふれ

る絶景温泉が沢山あります！温泉に限らず、スイーツ、アクティビティ、歴史等、

見どころにあふれるエリアで、心身ともにリフレッシュしていただけます。 

当社では、観光エリア分散化を図るため、広く様々なエリアの魅力をお伝えして

います。この冬は、ぜひ癒しの「おんせん圏」へお越しください！ 

 

１．キャンペーン開催期間等 

１月から３月にかけて「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」を展開します。東

海道新幹線駅、東海道新幹線車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、開放感あふれる絶景波打ち際

温泉「黒根岩風呂（くろねいわぶろ）」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．イチオシ癒されコンテンツ 

東伊豆の「黒根岩風呂」、西伊豆の「沢田公園露天風呂」、熱海の「オーシャンスパ

Fuua」等、海に近い絶景温泉の日帰り入浴や、伊豆・韮山の茶畑の中に誕生した富士山

を望む「天空のビヤテラス」、急坂の街・熱海でのおしゃれ電動三輪自転車レンタル、

小田原のオリジナルかまぼこ手作り体験教室、静岡のいちごを楽しむ映えスイーツ、

大河ドラマゆかりの地を巡るレンタサイクル等、おんせん圏でのお楽しみがぐっと増

えるコンテンツをご用意しました。 

詳細は、別紙２の他、以下の特設サイトにてご紹介します！（「おんせん圏 伊豆熱

海箱根」でご検索ください） 

https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/izuatamihakone/ 

 

３．旅行商品 

往復新幹線と上記で紹介したコンテンツ等を組み込んだ旅行商品（宿泊・日帰り）

をＪＲ東海ツアーズの他、主な旅行会社よりキャンペーンに合わせて発売します。 

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。 

 
※「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。当社は特定

のエリアのみならず、様々なエリアの魅力をご紹介することにより、観光地の分散化を図っています。 

※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/zurashi-tabi/izuatamihakone/


別紙１ 

 

「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」キャンペーンポスター 

 

 
 
 

ポスター「黒根岩風呂」 
 

 
 
 

デヴィ夫人もご満悦！ 

伊豆・熱海・箱根には絶景温泉がいっぱいあるズラ～！！ 



別紙２ 

「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」 
イチオシ癒されコンテンツ 

 

「おんせん圏」で、心も体も癒されるコンテンツの数々をご用意しました！ 

その中でも選りすぐりのコンテンツをご紹介します。 

 

◆＃ずらし旅「選べる体験一覧」コンテンツ 

（対象の旅行商品（フリープラン）を購入すると、お楽しみいただけます） 

 

＜絶景温泉コンテンツの一例＞ 

●【波打ち際温泉】海抜０メートル！絶景「黒根岩風呂」 

日本全国から温泉ファンが訪れる「黒根岩風呂」は、波打ち際の露天風呂。毎

月満月の前後は「ムーンロードずらしタイム」として営業時間を 30分延長してご

利用いただけます。月明かり照らす、素敵な入浴が楽しめるかも？ 

≪イチオシポイント≫ 

 海と同じ目線で、岩にうちつける波しぶきを感じながらの 

入浴は開放感たっぷり！入浴料とフェイスタオル付き。  

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木）※悪天候時は臨時休業 

   【時間】10：00～18：00（最終入場 17：45） 

       ※毎月満月の前後３日間「ムーンロード」の期間は 

営業時間を 30分ずらして 18：30まで営業いたします。 

 

●【断崖絶壁×露天風呂】目の前は断崖絶壁の海！「沢田公園露天風呂」 

駿河湾を眺めながら、昼間は絶景、夕方はサンセットをお楽しみいただけます。 

    特に、水平線に沈む夕日の景色は格別！ 

≪イチオシポイント≫ 

入浴料・温泉タオルに加え、ご当地ドリンク（うなぎ 

コーラ）付き！静岡をたっぷり味わってください。 

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

       ※定休日：火曜日 ※悪天候時は臨時休業 

   【時間】1～2月 9：00～18：00 

       3月   9：00～19：00 

 

●【熱海インフィニティ温泉】海と空と一体化！？「オーシャンスパ Fuua」 

まるで海に浮かんでいるような感覚を味わえる、日本最大級の露天立ち湯。空

と海に抱かれながら、熱海の圧倒的な絶景をお楽しみください！ 

≪イチオシポイント≫ 

日帰り入浴が可能。相模灘を一望できる露天立ち湯や眺望内湯、リラックスで

※黒根岩風呂 

 

※沢田公園露天風呂 

 



きるラウンジ等、とにかくゆっくりお過ごしください。 

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

【時間】10：00～22：00（最終入館 21：00） 

 

●【箱根×絶景温泉】箱根芦ノ湖畔に佇む「龍宮殿本館」 

宇治の平等院を模して造られた、国の登録有形文化財「龍宮殿本館」。芦ノ湖を

眼下に、箱根外輪山のむこうに富士山を眺める絶景露天風呂をお楽しみください。 

≪イチオシポイント≫ 

雄大な芦ノ湖の自然と一体となるようなダイナミックな景色と、富士山を同時

に望むロケーションの素晴らしさが特徴！日帰り温泉館での 

入浴料に、タオルセット付き。 

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

   【時間】平日   9：00～20：00（最終入館 19：00） 

       土休日  8：00～20：00（最終入館 19：00） 

 

＜アクティビティ・グルメ等のおすすめコンテンツ＞ 

●【天空のビヤテラス】富士山を望むテラスで味わうクラフトビールまたはお茶体験 

富士山を望む伊豆の茶畑に浮かぶ「天空のビヤテラス」で、①「クラフトビール

３種飲み比べ」または②「栽培元のお茶畑で味わう静岡茶体験」が楽しめます！そ

ばには、世界遺産の「韮山反射炉」も。絶好のロケーションで開放感を楽しめます。 

≪イチオシポイント≫ 

     ビール飲み比べ体験では、ビヤソムリエおすすめの伊豆のクラフトビール“反

射炉ビヤ”３種飲み比べ・伊豆名産串炭火焼・手作り

五平餅と、大満足のメニューが楽しめます！（50分間） 

【期間】1月 8日（土）～3月 31日（木） 

   【時間】1回目 12：00～12：50 

       2回目 14：00～14：50 

 

●【鈴廣かまぼこ】あなただけのかまぼこ手作り体験！ 

小田原名物「鈴廣かまぼこ」で、①「あげかま手作り体験教室」または②世界に

一つしかない「プリかま」のいずれかを体験いただけます！旅の思い出に残る体

験をご準備してお待ちしています！ 

≪イチオシポイント≫ 

体験が終わったら、さらにプチかまチーズ１パックのお渡しも。 

美味しいかまぼこを召し上がれ。 

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

   【時間】9：00～18：00 

  

※龍宮殿本館（女湯） 

※蔵屋鳴沢 天空のビヤテラス 



●【いちごスイーツ】Bon Bon BERRY で映えスイーツを召し上がれ！ 

     人気の“映え”スイーツ、ボンボンソフトに、ずらし旅選べる体験をご利用の

お客さま限定でいちごのラングドシャをトッピング！熱海の人気スイーツ店“い

ちご Bon Bon BERRY ATAMI HOUSE”では、老舗の温泉まんじゅうとコラボした「お

んせんまんじゅういちご串」をセットにしました。 

≪イチオシポイント≫ 

伊豆にある姉妹店“いちご Bon Bon BERRY 伊豆の国 factory”でも別途コンテ

ンツをご用意。こちらでも、ラングドシャをトッピングしたボンボンソフトを楽

しめます。こちらは、いちご専門店ならではのスイーツやグッズ購入、または、併

設する伊豆・村の駅で使えるお買物券をお渡しいたします！（熱海の店舗とは別

コンテンツ） 

   ＜いちご Bon Bon BERRY ATAMI HOUSE＞ 

【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

   【時間】10：00～18：00 

   ＜いちご Bon Bon BERRY 伊豆の国 factory＞ 

   【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

   【時間】平日  10：00～17：00 

       土日祝  9：00～17：00 

 

●【運慶作の国宝仏像群】北条家ゆかりの地をレンタサイクルでめぐる！ 

運慶作・国宝５体の仏像群が拝観できる願成就院（がんじょうじゅいん）は、

2022年ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」の主人公・北条義時の父・時政が北条

氏の氏寺として創建した寺院です。伊豆長岡駅からレンタサイクルで、歴史ロマ

ンを感じながら、北条の里をめぐっていただけます。 

≪イチオシポイント≫ 

願成就院では、限定御朱印、または、かわいいだるまみくじ１個をお渡し。電動

アシスト付自転車を１日レンタルできます。 

【期間】1月 6日（木）～3月 31日（木） 

※2/3、3/1～3/11は除く。※定休日：火曜日・水曜日 

   【時間】レンタサイクル利用時間 

  10：00～16：00（最終受付 15：00） 

       拝観時間 10：00～16：00（最終受付 15：30） 

 

●【熱海トライサイクル】電動アシスト付自転車で急坂の街・熱海もスイスイ！ 

おしゃれ電動三輪自転車「ATAMI –Tricycle」の半日レンタル。

坂の多い熱海の街もこれでラクラクご移動いただけます！ 

≪イチオシポイント≫ 

自転車レンタル半日コース（４時間）に、ペットボトル飲料１

本付き。スイスイと熱海の観光をお楽しみください！ 

※ボンボンソフト 

※願成就院 

※トライサイクル 



【期間】1月 5日（水）～3月 31日（木） 

   【時間】9：30～17：00 

 

※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、下記

特設サイトをご覧ください。（「おんせん圏 伊豆熱海箱根」でご検索ください） 

https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/izuatamihakone/ 

 
※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、事前予約が必要なコンテンツもあります。最新

の情報はホームページ等でご確認ください。 

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/izuatamihakone/


別紙３ 

「おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～」キャンペーン旅行商品 
 

１．旅行商品【フリープラン（東海道新幹線利用商品）】 

おんせん圏で楽しめる「ずらし旅 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：伊豆・熱海・箱根で絶景温泉やアクティビティなどを楽しめる「ずら

し旅 選べる体験（※別紙２参照）」付の旅行商品です。 

■設 定 日：1月 5日（水）出発分～3月 31日（木）帰着まで 

■発 売 日：12月中旬以降順次 

■出発地区：首都圏地区、名古屋地区、関西地区 

※おんせん圏で楽しめる「ずらし旅 選べる体験」のご利用にはスマートフォンやタブレット等モバ

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。 

おんせん圏「ずらし旅 選べる体験」付商品は、下記旅行会社にて発売予定です。 

 

 

※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【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、ＪＴＢメディアリテーリング、阪急交通社、クラブツー

リズム、読売旅行等にて、おんせん圏でのエスコートプランを発売します。 

＜旅行商品の一例＞ 

①おんせん圏～伊豆・熱海・箱根～ 修善寺温泉に泊まる２日間 

■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ 

■商品概要：・２日間で伊豆・熱海・箱根を巡ります！ 

・「碧テラス」ができた伊豆パノラマパークや三島スカイウォーク、 

大室山など、開放感あふれるスポットへ立ち寄り！ 

        ・ご宿泊は、伊豆の小京都と呼ばれる歴史ある湯の街、「修善寺温泉」で

ゆっくりお寛ぎいただけます。 

■出 発 日：1 月 30 日（日）、2 月 4 日（金）、2 月 6 日（日）、2 月 23 日（水・祝）、 

3月 11日（金）、3月 13日（日）、3月 23日（水） 

■出発地区：首都圏地区、中部地区、関西地区 

■旅行代金（大人おひとり様）： 

【東京・品川発】38,000円～41,500円 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：20名 
※伊豆パノラマパーク 

ロープウェイ（イメージ） 

 



■申込期限：出発日の 16日前まで 

■添 乗 員：三島駅～小田原駅まで同行 
 

 

 

 

 

 

 

 

②おんせん圏〜伊豆・熱海・箱根〜で繋ぐ 

大河ドラマ館北条氏ゆかりの地と世界遺産韮山反射炉 2日間 

■旅行会社名：ＪＴＢメディアリテーリング 

■商品概要：・温泉に宿泊でゆったりとお寛ぎいただけます。 

・世界遺産韮山反射炉の観光が入場料込み！ 

・北条氏ゆかりの地をめぐりつつ、いちご狩りもお楽しみ！ 

■出 発 日：2月 25日（金）、2月 27日（日）、3月 4日（金）、3月 6日（日）、 

3月 11日（金）、3月 13日（日）、3月 21日（月・祝） 

■出発地区：首都圏 

■旅行代金（大人おひとり様）：32,000円（4名様 1室の場合） 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：25名 

■申込期限：出発日の 14営業日前まで 

■添 乗 員：全行程同行(東京駅集合から東京駅解散まで) 

 
③つるや吉祥亭に泊まる伊豆たび 2日間 

■旅行会社名：ＪＴＢメディアリテーリング 

■商品概要：・北川温泉「つるや吉祥亭」の海の見えるお部屋をご用意！ 

・2日目は日帰りで椿の時期の伊豆大島の観光もお楽しみ！ 

■出 発 日：2月 2日（水）、2月 7日（月）、2月 9日（水）、2月 15日（火）、 

      2月 28日（月）、3月 2日（水）、3月 8日（火）、 

      3月 10日（木）、3月 14日（月） 

■出発地区：中部発 

■旅行代金（大人おひとり様）：56,000円 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：20名 

■申込期限：出発日の 15営業日前まで 

■添 乗 員：全行程同行(名古屋駅集合から名古屋駅解散まで) 

 

［商品問い合わせ］ぷらっと旅・コールセンター 

・電話：03-6860-1080 

・受付時間：10：00～18：00  年中無休（年末年始を除く） 

[お申込み]        https://www.jrtours.co.jp/ 

※この商品はお電話での申し込みを受け付けておりません。 

（ＷＥＢからお申し込みください） 

※江間いちご狩りセンター（イメージ） 

 

※つるや吉祥亭（大浴場） 

 

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


④まるごと伊豆絶景セレクション ３日間 

■旅行会社名：ＪＴＢメディアリテーリング 

■商品概要：・眺望自慢！選りすぐりの５つの乗り物にご乗車！ 

・２月出発は「河津桜まつり」へご案内 

・往復新幹線グリーン車利用で移動も快適！ 

■出 発 日：2月 6日（日）、2月 14日（月）、2月 18日（金）、2月 20日（日）、 

2月 22日（火）、2月 24日（木）、3月 2日（水）、3月 6日（日）、 

3月 7日（月）、3月 11 日（金）、3月 13日（日）、 3月 21日（月・祝）、 

3月 28日（月） 

■出発地区：関西発 

■旅行代金（大人おひとり様）：68,000円～78,000円 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：15名 

■申込期限：出発日の 12営業日前まで 

■添 乗 員：新大阪駅集合から新大阪駅解散まで同行 

 

⑤絶景・美湯・美食でつづる 伊豆半島感動紀行 ３日間 

■旅行会社名：ＪＴＢメディアリテーリング 

■商品概要：・三島スカイウォークや石廊崎岬めぐり遊覧船から望む絶景！ 

・お湯自慢の伊豆長岡温泉と、眺望抜群の稲取温泉のお宿をご用意 

・海の幸をふんだんに使ったご夕食をお楽しみ下さい！ 

■出 発 日：1月 24日（月）、1月 30日（日） 

2月 1日（火）、2月 6日（日）、2月 16日（水） 

3月 2日（水）、3月 7日（月）、3月 16日（水） 

■出発地区：関西発 

■旅行代金（大人おひとり様）：89,000円～92,000円（4名様 1室の場合） 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：12名 

■申込期限：出発日の 12営業日前まで 

■添 乗 員：新大阪駅集合から新大阪駅解散まで同行 

 
⑥「おんせん圏～伊豆～」 ゆったりずらし旅 

■旅行会社名：読売旅行  

■商品概要： ・昼食は地元駿河湾産しらすを使用した、しらす釜まぶし御膳をご用意 

・熱海で大人気のスイーツ店で、温泉まんじゅういちご串のおやつ付 

・例年約 300本のソメイヨシノが春爛漫に咲き誇る、小田原城址公園へ 

・口コミ評価の高い、伊豆長岡温泉又は堂ヶ島温泉の名旅館宿泊 

■出 発 日：堂ヶ島温泉 3月 16日（水）、3月 22日（火）、3月 23日（水）、 

伊豆長岡温泉 3月 29日（火）、3月 30日（水） 

※伊豆パノラマパーク 碧テラス(イメージ) 

 

※海一望絶景の宿 いなとり荘 露天風呂(イメージ) 



■出発地区：首都圏 

■旅行代金（大人おひとり様）：34,900円 ～44,900円 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：20名 

■申込期限：出発日の 6日前まで 

■添 乗 員：全行程（東京駅～東京駅）同行 

 

⑦豪華バスグランブルーリゾートでめぐる 冠雪の富士・箱根・伊豆 

 大人の優雅なる休日 4日間 

■旅行会社名：阪急交通社 

■商品概要：・３泊とも景観・眺望に特色のあるお宿！ 

・ホテル出発時間は９時半以降「上質」・「ゆとり」の行程でご用意 

■出 発 日：1月 8日（土）、2月 15日（火）、3月 16日（水） 

■出発地区：関西発 

■旅行代金（大人おひとり様）：250,000円～400,000円 

■最少申込人員：1名（20歳以上） 

■最少催行人員：8名 

■申込期限：出発日の 21営業日前まで 

■添 乗 員：全行程同行(新大阪駅集合から新大阪駅解散まで) 

 

⑧絶品 5つの味覚を巡るグルメな伊豆半島 3日間 

■旅行会社名：阪急交通社 

■商品概要：・伊豆半島の名物グルメやホテルディナーをご用意！ 

・２泊とも絶景を有するホテルをご用意 

■出 発 日：1月 20日（木）、1月 21日（金）、1月 27日（木） 

2月 7日（月）、2月 11日（金・祝）、2月 25日（金） 

3月 21日（月・祝）、3月 23日（水）、3月 24日（木）、3月 25日（金） 

■出発地区：関西発 

■旅行代金（大人おひとり様）：70,000円～80,000円 

■最少申込人員：2名 

■最少催行人員：25名 

■申込期限：出発日の 21営業日前まで 

■添 乗 員：全行程同行(新大阪駅集合から新大阪駅解散まで) 

 

 ※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。 

 

  

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 

※小田原城址 天守閣と桜 

 

※浄蓮の滝 

 

※駿河湾フェリー 
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