
 

２０２２年５月３０日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

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 

 

昨年好評を博した「あいち冷やし旅」キャンペーンを、今年の夏も展開いたします！ 

愛知では、暑い夏を涼しく過ごすための仕掛けがたくさん。昨年より更にパワーアッ

プした様々な「冷やしコンテンツ」を、愛知県や市町村、県内事業者と連携し、県内

全域でご用意しました。 

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 

７月から９月まで、ウェルビー栄の「アイスサウナ」をイメージした

ビジュアル等で、東海道新幹線駅等でのポスターやデジタルサイネー

ジ、ＷＥＢ広告などを展開します。 

キャンペーンの詳細については、特設サイトをご覧ください。 

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

（「あいち冷やし旅」でご検索ください。） 

 

２．イチオシ冷やしコンテンツ 

愛知県全域にて、様々な冷やしコンテンツをご用意しました。(以下一例) 

・移動式サウナバス「サバス」と天然プールで「ととのい」体験 

・「なごやめし」を代表する飲食店との夢のコラボ企画 

・愛知の名産品・特産品をつかったかき氷「あいちスノーブーケ」 

・最低室温約マイナス25℃のウェルビー栄「アイスサウナ」 

・初製作の保冷バッグ付き「ぴよりん」 等 

また、ホテルアソシア豊橋では、キャンペーン期間中に『クレヨンしんちゃん』とコラ

ボした「オラのぷろでゅーすルーム」を展開します。 

 

 

３．旅行商品 

往復新幹線と、上記で紹介したコンテンツが選べる「選べる体験」を組み込んだ旅行 

商品を、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２の他、特設サイト等をご確認ください。 

※「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。 
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※写真・イラストは、すべてイメージです。 

キャンペーンポスター 

サバス×天然プール 「なごやめしオールスターズ」コラボ企画 あいちスノーブーケ（一例） クレヨンしんちゃん 



別紙１ 

 

「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」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。 

 

なお、「冷やしコンテンツ」は、下記①または②の方法によりお楽しみいただけます。 

① 対象の旅行商品（フリープラン）を購入するとついてくる「ずらし旅 選べる体験」とし

て、お一人お一つお楽しみいただけます。 

② EXサービス会員限定「EX 旅のコンテンツポータル」で購入することができます。 

※コンテンツにより、お楽しみいただける方法が異なりますので、詳細は、特設サイトをご参

照ください。（https://recommend.jr-central.co.jp/aichi-tabi/hiyashi/） 

 

＜冷やしコンテンツの一例＞（①：「選べる体験」、②：「EX 旅のコンテンツポータル」で設定） 

 

●【サウナ×バス×天然プール！】新しいサウナで究極の「ととのい」体験を（②） 

路線バスを改造した新しい移動型サウナ「サバス」が、愛知県新城市の「湯谷園

地」「愛知県民の森」に登場！サバスで汗をかいたあとは、天然プール（清流）へ…！

ひんやり冷たい天然プールとサバスで、新しい「究極のとと

のい」体験をぜひ。 

【期間】7月 30日（土）、7月 31日（日） 

8月 6日（土）、8月 7日（日） 

9月 10日（土）、9月 11日（日） 

   【時間】各日 3部制 

       ①10：00～12：00 ②13：00～15：00 ③16：00～18：00 

       ※EXサービス会員限定「EX 旅のコンテンツポータル」にて購入可。 

 

●【なごやめしオールスターズ 夢の競演】特製コラボマグカップ付きプラン（①・②） 

名古屋といえば「なごやめし」。今回は「コメダ珈琲店」「スガキヤ」「スパゲテ

ィハウス チャオ」「世界の山ちゃん」「味仙」「矢場と

ん」「山本屋本店」の “なごやめしオールスターズ”と

コラボ！各店舗では、人気商品を組み合わせた特別セ

ットメニューと限定オリジナルコラボマグカップをご

用意。冷たいドリンクやスイーツと共に、人気の“なご

やめし”をご堪能ください！ 

【期間】7月 1日（金）～9月 30日（金） ※店舗により休業日あり 

   【時間】店舗により異なる 

サバス 

 

なごやめしオールスターズ企画 

 



ウェルビー栄 アイスサウナ 

ロゴ 

冷やしモーニング 特別御城印 

イチジクのプリンかき氷 柚子みりんシロップのかき氷 

●【ウェルビー栄】マイナス 25℃！？ 

メントール入りアイスサウナ＆レディースデー（①・②） 

有名サウナ施設「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。 

また、普段は男性専用施設のところ、キャンペーン期間中に

「レディースデー」を設定予定！女性の方にもアイスサウ

ナをお楽しみいただけます。（詳細は別途お知らせ） 

【期間】7月 1日（金）～9月 30日（金） 

   【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 7:00～23：30        

※第 4月曜日は 13：00～の営業となります。 

 

●【かき氷チケット】愛知の名産品・特産品を使った「あいちスノーブーケ」（①・②） 

愛知県の名産品・特産品を使った、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チケットで、お気に入りのか

き氷をご賞味いただけます。 

≪イチオシポイント≫ 

安城のいちじくや碧南のみりん、田原

のメロン、西尾の抹茶など、愛知県が誇

る名物を使用したかき氷をお楽しみに。 

【期間】7月 1日（金）～9月 30日（金） 

※店舗により休業日あり 

   【時間】店舗により異なる 

 

●【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(①・②) 

名古屋城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キャンペーン特別「冷やし御城印」を授与。 

≪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（金）～9月 30日（金） 

   【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）。 



冷やし旅 特別セット 

葛飾北斎「百物語 小幡小平次」 

●【ぴよりん】初製作！ぴよりん保冷バッグ＆オリジナルスプーン付ぴよりん（①・②） 

名古屋スイーツ「ぴよりん」とのコラボでは、ぴよりん２羽に、保冷バッグ＋オ

リジナル冷やしスプーンをつけた、本キャンペーン特別セットをご用意。 

ぴよりん柄の保冷バッグは、お客様の声にお応えして、

本キャンペーンに合わせて初製作！可愛いぴよりんと一

緒にお持ち帰りください♪ 

≪イチオシポイント≫ 

「EX 旅のコンテンツポータル」では、ぴよりんを「事

前予約」し、並ばずにゲットすることができます！ 

（「ずらし旅 選べる体験」の場合は、列にお並びいただく必要がございます） 

【期間】7月 1日（金）～9月 30日（金） 

   【時間】7：00～22：00（L.O.21：30） 

 

●【クレヨンしんちゃん特別コラボ】オラのぷろでゅーすルーム！（②） 

ホテルアソシア豊橋では、期間中毎日１室限定で、クレヨンしんちゃんとコラボ

した「オラのぷろでゅーすルーム」を展開。しんちゃん自身が考案、

プロデュースした“冷やし旅”仕様の特別ルームで、楽しい夏の思い

出をおつくり下さい！オリジナル“冷感タオル”もお渡しいたします。 

ベッドや枕、壁やアメニティまで、すべてがしんちゃんの思い通り！

ぜひお楽しみに。 

【期間】7月 1日（金）泊 ～ 9月 30日（金）泊分 

    ※「EX 旅のコンテンツポータル」にて購入可。詳細は特設サイト内にてご案内予定。 

 

●【怖～い浮世絵で肝冷やし体験！？】目玉のついた怖～いドリンク付き！（①） 

江戸から明治にかけて描かれた「怖～い浮世絵」を見て、肝が冷える！？安城市

歴史博物館で特別展「怖～い浮世絵」を観たあとは、博物館併設

の珈琲店で「小幡小平次の目玉ジュース」を！さらなるヒンヤリ

体験をお楽しみください！ 

【期間】7月 16日（土）～9月 4日（日） 

   【時間】博物館 9:00～17:00（入館は 16:30まで） 

       珈琲店 9:00～17:30（L.O.17:00） 

       ※「ずらし旅 選べる体験」にてご利用いただけます。 

 

 

●【ナイト ZOO】のんほいパーク夏の風物詩！ナイト ZOO（①） 

昼間とは違う動物たちの姿を、ライトアップとともにご覧いただける「ナイト

ZOO」。夏ののんほいパーク（豊橋総合動植物公園）名物「ナイト ZOO」をお楽しみ

に！ 
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ナイト ZOO 

≪イチオシポイント≫ 

ラリーイベントや大道芸など、ナイト ZOOならではの企

画も盛りだくさんでお楽しみいただけます！ 

【期間】7月 1日（金）～9月 30日（金） 

   【時間】17:00～21:00（最終入園時間 20：30） 

 

※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情報は、下記特

設サイトをご覧ください（「あいち冷やし旅」でご検索ください）。 

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

 
※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。 

 



別紙２ 

「あいち冷やし旅」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）】 

冷やしコンテンツを楽しめる「ずらし旅 選べる体験」（別紙１参照）付の旅行商

品を発売します。 

■商品概要：愛知県内で冷やしアクティビティやグルメなどを楽しめる「ずらし旅 

選べる体験（※別紙１参照）」付の旅行商品です。 

■設 定 日：7月 1日（金）出発～9月 30日（金）帰着分まで 

■発 売 日：5月下旬以降順次 

■出発地区：首都圏地区、静岡地区、関西地区 

※冷やしコンテンツが楽しめる「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。 

冷やしコンテンツが楽しめる「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（添乗員付）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、クラブツーリズム、読売旅行等にて、愛知県での冷やし

旅を楽しめるエスコートプランを発売します。 

 

＜旅行商品の一例＞ 

① ５０＋あいち冷やし旅 

５０＋西尾名産！絶品抹茶パフェ氷と麗しの庭園で涼やかなひととき 

■旅行会社名：ジェイアール東海ツアーズ 

■商品概要：・日帰り旅で満喫！夏のあいちを涼しく旅しよう♪ 

      ・愛知県西尾市名産・高級抹茶点て体験とひんやりパフェ氷で納涼★ 

      ・徳川園など愛知の庭園をめぐります！美しい景色をお楽しみください。 

■出 発 日： ７月２７日（水）～９月１３日（火）の設定日 

■出発地区：首都圏地区、静岡地区、関西地区 

■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 

■添 乗 員：名古屋駅～名古屋駅まで同行 
抹茶パフェ氷（大人ハーフ） ※抹茶点て体験 



 

②ツアー貸切の屋形船で楽しむ夏の風物詩「木曽川鵜飼」と 

夏ならではの絶景と食を堪能 まだ知らない愛知の"涼"を感じる 2日間 

■旅行会社名：クラブツーリズム  

■商品概要：・1300年の伝統を誇る夏の風物詩「木曽川鵜飼」はツアー貸切の屋形船 

でご案内！船上で「うなぎ釜めし弁当」もお召し上がりいただけます！ 

・川鮎やそうめんといった夏ならではの食と、緑豊かな香嵐渓・四谷の 

千枚田・蔦の渕などこの時期らしい絶景を満喫！ 

■出発地区：首都圏地区 

■旅行代金（大人おひとり様）： 

【東京発】49,900円～54,900円 

■最少申込人員：1名 

■最少催行人員：22名 

■申込期限：出発日の 14日前 

■添 乗 員：東京駅～東京駅まで同行 
 

 

 ※記載の内容は変更となる場合がございます。上記ツアー詳細は、各旅行会社のサイ

ト等をご確認ください。 

※一例については、JR東海特設サイトでも随時ご紹介いたします。 

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

 

 

  

※写真・イラストは、すべてイメージです。 

 


