
 

２０２２年９月２２日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

「いざいざ奈良」キャンペーン 

吉野編の展開について 
 

 2022年５月にスタートした観光キャンペーン『いざいざ奈良』。第二弾の吉野編も、引

き続きイメージキャラクターに俳優の鈴木亮平さんを起用して展開します。 

吉野山を旅する鈴木さんが、古くから受け継がれる祈りの魅力や自然の開放感、門前町

の散策の楽しさをお伝えします。桜で有名な吉野ですが、例年 11月には金峯山寺（きん

ぷせんじ）のご本尊である日本最大秘仏「金剛蔵王大権現」の特別御開帳が実施されてお

り、吉野の秋はご旅行にお勧めの季節です。 

「奈良は、行くからおもしろい。」この秋は、吉野の魅力をぜひお楽しみください。 
 

１．宣伝展開（別紙１） 

・吉野山は 2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されており、

山の中腹に位置する金峯山寺は日本古来の山岳信仰に仏教などが融合した日本独自の

信仰「修験道（しゅげんどう）」の聖地です。 

・今回はメインビジュアルに吉野山を据え、金峯山寺で受け継ぐ祈りと「金剛蔵王大権

現」、門前町の散策の楽しさなどをＴＶＣＭ、交通広告、ＷＥＢ、ＳＮＳ等で展開し

ます。 

ＴＶＣＭ ９月 23日（金）～10月 23日（日） 

       ※首都圏・静岡地区を中心に、スポットおよび提供番組にて放映 

ポスター ９月 23日（金）より順次 ※ＪＲ東海の主な駅、東海道新幹線車内等 

          
         （ポスター一例：霊場 吉野大峯） 

特設サイト ９月 22日（木）15：00公開 

【ＵＲＬ】https://nara.jr-central.co.jp/campaign/izaiza_yoshino/ 

ＣＭ動画のほか、メイキングムービーや鈴木亮平さんの

音声ガイドで各スポットを紹介するロケ地ＭＡＰなどを

ご紹介。 



 
 

 
 

２．ＳＮＳキャンペーン（別紙１） 

いざいざ奈良公式 Twitterでは、鈴木亮平さんのオリ 

ジナルＱＵＯカードが当たるキャンペーンを実施します。 

ぜひご応募ください。 

 

【第１弾】2022年 10月３日（月）～10月 10日（月） 

【第２弾】2022年 10月 17日（月）～10月 24日（月） 

 

 

３．旅行商品（別紙２） 

 キャンペーンにあわせて、吉野山を楽しむ特別企画をご用意しました（一例）。吉野

へのご旅行にぜひご利用ください。 

 

＼ＣＭの舞台を巡る／ 

吉野・金峯山寺 

青き巨大秘仏・蔵王大権現 特別拝観 

 

※上記商品は、ＥＸサービス会員限定「ＥＸ 旅のコンテ

ンツポータル」で発売します。 

 

 

４．＜ＪＲ東海×近鉄＞コラボ商品の発売（別紙３） 

そうめん発祥の地と言われる三輪で 170年つづく三輪そうめんの老舗、㈱池利から、

東海道新幹線「Ｎ７００Ｓ」と近畿日本

鉄道の観光特急「青の交響曲（シンフォ

ニー）」をそれぞれイメージした三輪そう

めんを発売します。木箱の背景には、吉

野の風景をイメージしたデザインをあし

らっています。 

 
 
 
 
 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※お出かけの際は、行政の要請等の最新情報を事前にご確認ください。 

（ＱＵОカード） 

（金峯山寺蔵王堂） 

（三輪そうめん） 



 

宣伝展開について 

 

１．ＴＶＣＭ 

【期 間】2022年９月 23日(金)～10月 23日(日) 

【地 域】首都圏および静岡の各地区を中心に展開 

     ※特設サイトで公開するほか、YouTubeでも配信 

      （YouTube）https://youtu.be/c4dQ4YAR8x8 

【ストーリー】『いざ、いざ、吉野！』という言葉と共に、金峯山寺を目指す鈴木亮平さん。

金峯山寺では、威厳を放つ金剛蔵王大権現を前に手を合わせます。参拝のあ

とは門前町で桜スイーツや吉野本葛、柿の葉寿司を味わいながら散策。ふた

たび吉野の山道に入り、修験者とあいさつを交わした後、吉野の大自然に深

呼吸。最後は吉野杉で作られた宿でゆっくりとくつろぎ、吉野の自然と歴史

に浸ります。 

   

   

（ＴＶＣＭの一部） 

２．ポスター 

【期 間】2022年９月 23日(金)～ 

【地 域】ＪＲ東海の主な駅、東海道新幹線車内等 

     

（ポスタービジュアル） 

別紙１ 
 



 ※東海道新幹線の品川駅構内（北口改札側）では、 

特大パネルを掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

３．特設サイト 

【期 間】2022年９月 22日(木) 15：00公開 

【ＵＲＬ】https://nara.jr-central.co.jp/campaign/izaiza_yoshino/ 

【おすすめコンテンツ】 

・ＣＭ動画のほか、インタビュー映像も含めた「メイキングムービー」を公開します。 

・「ＣＭロケ地マップ」では、撮影スポットの紹介と合わせて、奈良のちょっとした“こ

ばなし”を鈴木亮平さんの音声ガイドで紹介します。 

・「マンガでめぐる 吉野ヒストリー」では、吉野の歴史をマンガで辿ります。 

・この他、「イベントカレンダー」や吉野山を巡るのに便利な観光マップなど、吉野で

のご旅行に役立つ情報満載です。 

 

  
（特設サイトの一部） 

 

 

（掲出イメージ） 



４．Twitterフォロー＆リツイートキャンペーン 

【期 間】第１弾：2022年 10月３日(月)～10月 10日(月)  

第２弾：2022年 10月 17日(月)～10月 24日(月)  

【賞 品】第１弾・第２弾いずれも鈴木亮平さんのオリジナルＱＵＯカードを各 100 名

様にプレゼント 

 

※詳細は、いざいざ奈良公式 Twitter（@nara_cjr）上でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オリジナルＱＵＯカード） 

 

 

 

＜出演者プロフィール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※お出かけの際は、行政の要請等の最新情報を事前にご確認ください。 

鈴木 亮平 

1983年3月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。2018年、NHK

大河ドラマ『西郷どん』で主人公の西郷隆盛を演じる。近年の出演作はドラマ『テセ

ウスの船』『レンアイ漫画家』『TOKYOMER〜走る緊急救命室〜』、映画『燃えよ

剣』『孤狼の血 LEVEL2』『土竜の唄 FINAL』。2022年、第45回日本アカデミー賞

最優秀助演男優賞を受賞。10月期連続ドラマ『エルピスー希望、あるいは災いー』

に出演。2023年に映画『エゴイスト』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』が公開

予定。 



旅行商品について 

 

１．ＥＸ 旅のコンテンツポータル 

 ＥＸサービス会員限定「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」において、ＣＭの舞台を巡る特

別プランを発売します。ぜひご利用ください。 

 

《注意事項》 

購入には、ＥＸサービス（「エクスプレス予約」または「スマートＥＸ」）への入会・

登録が必要です。ＥＸサービスの詳細は、エクスプレス予約ホームページ

(https://expy.jp/)、スマートＥＸホームページ（https://smart-ex.jp/）をご覧くだ

さい。 

 

① 【ＣＭ舞台】吉野・金峯山寺 青き巨大秘仏・蔵王大権現 特別拝観 

世界遺産・金峯山寺にて特別公開される蔵王堂内陣。青き巨大秘仏・金剛蔵王大権現の

前で管長による特別護摩供と法話にご参加いただけます。また、独自の音色が響き渡る

法螺貝についての説明と吹奏体験もお楽しみいただけます。ＣＭ撮影で体験された鈴木

亮平さんと同じ気分を味わえるプランです。 

【出発日】2022年 11月６日(日)・26日(土) 

【行 程】12：00～13：30頃 

【旅行代金】4,500円（税込） 

【最少催行人数】15名様 

【最少申込人数】１名様 

【申込締切日】３日前 

 

※詳しくは特設サイト（https://nara.jr-central.co.jp/campaign/izaiza_yoshino/）を

ご確認ください。 

 

 

２．「ずらし旅」 

 ご好評いただいている旅行商品「ずらし旅」では、吉野での宿泊と新幹線がセットにな

った旅行商品を設定しているほか、「ずらし旅」の特徴である観光地で利用できる「選べる

体験」では吉野を楽しむコンテンツをご用意しています。この機会に是非、奈良へのご旅

行をお楽しみください。 

 

《注意事項》 

「ずらし旅」は限定列車で特別な割引を適用した旅行商品（宿泊・日帰り）で、ＪＲ

東海沿線・観光地で利用できる「選べる体験」が付いています。詳しくは、「ずらし旅」

ＨＰ（https://shinkansen.travel/zurashi-tabi/）をご確認ください。 

別紙２ 
 

（金峯山寺蔵王堂） 



（１）「ずらし旅」での旅行商品 
① 【いざいざ奈良】ずらし旅◆奈良１泊 

吉野山中千本に位置する「竹林院 群芳園」に泊まるずらし旅。宿泊施設が所在する

中千本から世界遺産の金峯山寺も徒歩圏内。当プランでは、竹林院護摩堂で瞑想を体験

することができます。その他、奈良を満喫するのに便利な「近鉄 奈良・吉野フリーき

っぷ」が付いてきます。 

【設定期間】2022年 10月１日(土)～11月 28日(月)出発 

【宿泊施設】竹林院 群芳園 

【旅行代金】47,700円～56,500円（大人おひとり様） 

首都圏発／往復限定新幹線普通車指定席 禁煙【東南館】和室（２名様１室）/１泊２食付 

【出発地区】首都圏、静岡地区、中部地区 

【旅のポイント】竹林院護摩堂での瞑想体験 

【そ の 他】ずらし旅選べる体験クーポン、【いざいざ奈良】近鉄 奈良・吉野フリーき 

っぷ付 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://ec.jrtours.co.jp/ec/search/pc-tour-L31313/?top_type=0&category=01&nights=1&meal=01&room=01&sozai_hotel=L139372&dep_region=01 

     

       （外観）            （客室の一例）           （竹林院護摩堂） 

＼さらに！／ 

ＪＲ東海ツアーズが発売する「【いざいざ奈良】ずらし旅◆奈良１泊」プランをご購入い

ただき、『めぐる吉野』アプリをダウンロード・会員登録した方には、１ポイント１円と

して使えるポイントが 1,000ポイント付いてきます！ 

※1,000 ポイントのうち 300 ポイントはアプリにて新規会員登録すると貰えるプレゼント分とな

ります。ポイントを使用できる店舗は、吉野町内の加盟店に限られます。 

 

『めぐる吉野』アプリでは、吉野山をはじめ、古代史ファン

に人気のある宮滝（みやたき）や国栖（くず）、釣りや遊覧

船を楽しめる津風呂湖（つぶろこ）など幅広く観光地を紹

介しているほか、会員限定のクーポンも！アプリを使って

吉野を楽しく旅しませんか？ 

 

『めぐる吉野』について詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://yoshino-kankou.jp/meguruyoshino/ 



 この他、「ずらし旅」では奈良方面の旅行商品をご用意しています。詳しくは、「ずらし

旅」ＨＰ（https://shinkansen.travel/zurashi-tabi/）をご確認ください。 

 

 

（２）「ずらし旅 選べる体験」 

① 【ＣＭ舞台】吉野・金峯山寺 日本最大の秘仏本尊「金剛蔵王大権現３体」の特別

ご開帳 

金峯山寺蔵王堂は 2004年にユネスコの世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の

構成資産の一つとして登録されています。蔵王堂内に安置されている日本最大の秘仏

本尊「金剛蔵王大権現３体（重要文化財）」は高さ７ｍに及びます。三尊は、釈迦如来、

千手観世音菩薩、弥勒菩薩を本来のお姿とする仮のお姿で、悪魔をはらう怒りの形相を

現わされていますが、慈悲と寛容に満ちあふれたお姿と言われます。三尊は、それぞれ

過去、現在、未来の三世に渡って私たちを守ってくださる守護仏でもあります。拝観の

記念として、ミニ木札とエコバックを授与します。 

 

【出発日】2022年 11月１日(火)～11月 30日(水) 

【拝観時間】8：30～16：00（受付終了 15：30） 

【体験に含まれるもの】 

①蔵王堂特別拝観料 ②ミニ木札 ③エコバック 

【その他】諸行事・法要の執行中は拝観を中止する場合 

がございます。 

 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/activity/aw/418.html 

 

② 【吉野山寺宝めぐり】９寺院の記念散華と御朱印帳の授与 

近鉄吉野駅から徒歩約３分、吉野の玄関口・千本口駅から日本最古の吉野山ロープウ

ェイまたはケーブル代行バスにのって吉野山へ登ったら、吉野山寺宝めぐり専用の御

朱印帳を片手に、秘仏や宝物を特別公開中の９寺院をご参拝ください。「吉野山寺宝め

ぐり」の記念散華を加盟９寺院にて頒布しています。修験道の開祖とされる役行者が従

えた前鬼・後鬼（東南院）や息災除病安産を願う白衣観音（善福寺）、歯の痛みにご利

益があるといわれる関屋地蔵尊などなど、「華やかさを経糸（たていと）に、悲しみを

緯糸（よこいと）に」といわれる奥深い吉野の歴史文化をこの機会にゆったりお楽しみ

ください。 

【出発日】2022年 10月１日(土)～2023年３月 24日(金) 

      ※2022年 12月 28日(水)～2023年１月４日(水)は除く 

      ※2022 年 10 月９日(日)～21 日(金)は伝法灌頂会執行のため、金峯山寺蔵王

堂はご参拝いただけません。 

（秘仏金剛蔵王大権現） 



【体験に含まれるもの】 

①ロープウェイまたはケーブル代行バス 

千本口⇔吉野山（山上駅）間（※片道） 

②吉野山寺宝めぐり御朱印帳 

③９寺院の記念散華の引換券 

④吉野杉または吉野桧の割り箸 

（いずれか一つ。お選びいただけません。） 

 

【その他】拝観料、御朱印代は含まれておりません。 

 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/activity/aw/417.html 

 

 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※お出かけの際は、行政の要請等の最新情報を事前にご確認ください。 

（秋の吉野ロープウェイと記念散華） 



 

＜ＪＲ東海×近鉄＞コラボ商品の発売について 

 

■「いざいざ奈良」吉野編の展開に合わせてコラボ三輪そうめんを発売 

首都圏から吉野へのご旅行には、東海道新幹線と近畿日本鉄道の特急をご利用いただ

くのが便利です。キャンペーン展開に合わせて、そうめん発祥の地と言われる三輪で 170

年つづく三輪そうめんの老舗、㈱池利から、東海道新幹線「Ｎ７００Ｓ」と近畿日本鉄道

の観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」をそれぞれイメージした三輪そうめんを発売

します。木箱の背景には、吉野の風景をイメージしたデザインをあしらっています。 

 

【販売期間】2022年 10月５日(水)～2023年 10月４日(水)  

【販売箇所】 

＜JR 東海＞いいもの探訪 

（https://e-mono.jr-central.co.jp/shop/g/gNR040090036/） 

＜近 鉄＞ＧＯＴＯ－ＣＨＩ奈良店・ＧＯＴＯ－ＣＨＩ難波店・ＧＯＴＯ－ＣＨＩ京都店 

（https://kintetsu-rs.com/brand/brand_categ/brandca__gotochi/） 

Irodori kintetsu阿部野橋店 

＜池 利＞千寿亭（奈良県桜井市芝 293） 

【商品】 

①そうめん新幹線【Ｎ７００Ｓ 吉野】 

Ｎ７００Ｓのデザインをあしらった木箱に、白と青の三輪そ

うめん（計９束）が入っています。 

 

 

②そうめん青の交響曲 

青の交響曲（シンフォニー）のデザインをあしらった木箱に、

白と青の三輪そうめん（計９束）が入っています。 

 

【販売価格】①、②ともそれぞれ１箱 1,620円（税込） 

 

 

 

 

 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※外出自粛要請の出ているエリアにおいて、不要不急のお出かけはお控えください。 

別紙３ 
 

ＪＲ東海「いいもの探訪」とは… 
ＪＲ東海の沿線の魅力を伝えるお取り寄せ情報サイト。 
美味しいものや伝統の技を受け継ぐ工芸品などの名産品を中心に、各地の 
個性あふれる“いいもの”をご紹介しています。ぜひご覧ください。 
【ＵＲＬ】https://e-mono.jr-central.co.jp/ 

（三輪そうめん） 


