
 

 

 

 

 

 

１．キャンペーン概要 

春の伊豆・箱根・湯河原は特別企画が盛りだくさんです。ぜひ誰かを誘って、気軽にお越しください。 

キャンペーン期間：２０１９年４月１日(月)～６月３０日(日) 

キャンペーン名称：「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱい キャンペーン」 

コ ン セ プ ト：２０～３０代の女性を主なターゲットに「誰かを誘っていきたくなる、気軽な 

旅」をコンセプトとしてここでしか体験できない「夜の魅力」「絶景」「食」を

中心に地域の方々と掘り起こし、磨き上げた新たな魅力をＤＣ特別企画として

ご用意しました。多彩で美しく美味しい魅力を、女性目線でフォトジェニック

に発信していきます。 

２．キャンペーンエリア 
【静 岡 県】熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町・下田市・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・伊豆市・

伊豆の国市・沼津市・三島市・函南町(１３エリア) 

【神奈川県】箱根町・湯河原町(２エリア)  

２ ０ １ ９ 年 ２ 月 ７ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

横 浜 支 社 「伊豆・箱根・湯河原 

温泉いっぱい 美
び

・味
み

いっぱい キャンペーン」開催！

ＪＲ東日本横浜支社では、２０１９年４月１日～６月３０日の間「伊豆・箱根・湯河原 温泉 

いっぱい 美・味いっぱい キャンペーン」を開催します。 

「誰かを誘っていきたくなる、気軽な旅」をコンセプトに、地域の皆さまと掘り起こし、磨き

上げてきた、ここでしか体験できない「夜の魅力」「絶景」「食」を中心とした新たな魅力を発信

していきます。 

この春は、同期間に開催する「静岡デスティネーションキャンペーン(以下静岡ＤＣ)」と共に

相乗効果で盛り上がる「伊豆・箱根・湯河原」へ、ぜひお出かけください。 

＜ＤＣ特別企画などをご紹介＞ 

夜 ：「スカイランタンナイト in南伊豆」「中木港サンセットクルーズ」「栖足寺ライトアップ夜の演奏会」「稲取細 

野高原星空観賞会」「熱川温泉キャンドルナイト」「小室山公園夜つつじ散歩」「韮山反射炉 薪狂言の夕べ」 

絶景：「龍宮窟」「爪木崎の俵磯」「ムーンロード」「伊豆の国パノラマパーク」「筏場のわさび田」「御浜岬」「大涌谷」 

食 ：「沼津御用邸記念公園でお抹茶・お菓子」「世界農業遺産認定のわさびの料理」「西伊豆しおかつおうどん」 

「地元産のイチゴを使った様々なスイーツ」「幻の果実・白びわ」「日本有数の水揚げ量を誇る金目鯛」 

温泉：日の出や日の入りを眺められる景色自慢や、入浴後はお肌すべすべ泉質自慢など、数多くの癒しの温泉 

体験：「下田海中水族館アメージングシート体験」「願成就院特別拝観＆写経体験」「河津バガテル公園でハーバリウ 

ム体験」「伊東温泉和菓子ラリー」「伊豆高原プラレール駅」「サンセットカヤック」「手びねり陶芸体験」 

＜ロゴコンセプト＞ 

豊富な山海の幸を「わさび」「潮鰹」「金目鯛」「伊勢海老」で表し、それを

召し上がっていただく箸と丼を添えました。また「パワースポット」を鳥

居、数多くの「名湯」を風呂桶、豊かな自然を「花」「海」で描く事により

伊豆・箱根・湯河原の魅力を表現しております。 

スカイランタンナイト in 南伊豆 龍宮窟 伊豆いちごファクトリー 癒しの温泉 



３．キャンペーンのポイント 

(１)女性から見た「伊豆・箱根・湯河原」にこだわり、ＤＣ特別企画を中心とした特別な体験、観光スポッ

や地域のグルメなどを、モデル２人が誘い合って旅する様子を通して発信します。別紙 

女性カメラマンが撮影したこの季節にしか撮れない写真や、モデル２人が誘い合っていく楽しい旅を、 

 パンフレット、ポスター、ＪＲ東日本横浜支社伊豆ホームページ「温泉いっぱい花いっぱい」（www.jrizu.jp）や 

 ＳＮＳ（Facebook、Ｉnstagram）などを使って展開していきます。 

(２) 公式 Instagram「列車でいく、伊豆・箱根・湯河原」を開設します。別紙 

 ２月７日（木）に「誘い合っていきたくなる 伊豆・箱根・湯河原の魅力」を発信するＪＲ東日本横浜支社公式 

Instagram「列車でいく、伊豆・箱根・湯河原」（アカウント：jr_izu_hakone_yugawara）を今回のキャンペーンに

合わせて立ち上げます。 

(３) 春の魅力を組み込んだびゅう旅行商品を発売します。別紙 

ここでしか体験できない「夜の魅力」、「絶景」、「食」などを組み込んだ伊豆・箱根・湯河原を 

満喫できる商品や、特別企画を盛り込んだ商品を設定します。 

駅に到着してから地域を巡る観光周遊バスのプランもご用意しました。 

●オプション商品と組み合わせてご利用可能な、ＪＲと宿泊がセットになった商品

施設オリジナルのうれしいポイント（ＧＷ期間・一部施設除く）、エリアごとの食や、

地元を楽しむおもてなしをご用意しました。

●伊豆・箱根・湯河原 日帰りの旅

伊東市の和菓子屋さんを巡る和菓子ラリーや、河津・伊豆稲取のパワースポットをめぐり

元気をもらうコースなど、日帰りで春の伊豆・箱根・湯河原を満喫できる商品ラインナップです。

●観光周遊バス

元号変更に合わせて５・６月に、皇室ゆかりの沼津御用邸と修禅寺で期間限定の特別拝観を

巡るコースなど、列車を降りてから伊豆を巡る観光周遊バスを設定しました。

（４）キャンペーン期間中のご旅行に便利な列車を運行します。 

●伊豆の景色を眺めながら「食」と「お酒」、「会話」を楽しむリゾート列車「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」別紙 
・キャンペーンのオープニング列車となる３月３１日は、初めて横浜駅発として運行します。

・びゅう旅行商品では伊豆の大地と海が育てた「海底熟成ワイン」を使った特別な「おもてなし」をご用意

しております。 

●キャンペーン期間中に臨時列車、団体専用列車を運転します。別紙 

(５）伊豆観光パンフレット 感動＆楽しさ再発見「いずのたび」 

 伊豆１３市町の方々が、静岡ＤＣの特別企画として何度も議論を重ねて磨き上げた 

「今だけ、ここだけ」の伊豆の魅力がいっぱい詰まった観光パンフレット「いずのたび」を、 

ＪＲ東日本の主な駅や、伊豆エリアの観光案内所などで配布します。 

※監修：一般社団法人「美しい伊豆創造センター」 

パンフレット表紙 

オプション商品 

パンフレット表紙 

日帰りの旅 

パンフレット表紙 

その他の商品もございます。 

詳しくは、ＪＲ東日本のおもな駅にある 

びゅうプラザ（旅行カウンター）などに 

ございますパンフレットをご覧ください。 

【カメラマン】 鈴木真弓 【撮影画像イメージ】 

ト 



（６）熱海⇔伊東 魅力探検スタンプラリー 

地域を周遊するスタンプラリーを熱海市、伊東市、ＪＲ東日本の共同で実施します。 

各スタンプ地点に設置されたＱＲコードをスマートフォンで読み取り、合計３つ以上のスタンプを集めた方

に抽選で熱海・伊東の名産品や宿泊券などをプレゼントします。 

開催期間：４月１日（月）～６月３０日（日） 

スタンプ設置箇所：熱海市、伊東市のおすすめスポット、穴場スポットなど計３０ヶ所 

※スタンプラリーの詳細は、駅設置のチラシ、熱海市ホームページ 

または https://しずおか伊東元気旅.com/をご確認ください。（詳細は３月下旬以降情報掲載する予定です。） 

（７）観光地と町めぐりを楽しめる「駅からハイキング」を設定します。別紙 

キャンペーン開催に合わせＪＲ東海、伊豆箱根鉄道、伊豆急行、東海自動車などの伊豆エリアの交通事 

業者との共同開催コースを多数設定いたします。 

ＤＣコースは、２回参加でプレゼントの応募券（ＷＥＢチケット）が１枚もらえるチケットプラスコースです。 

・ 小 田 原 駅 開催期間：４月１日（月）～６月３０日（日） 

・ 伊 東 駅 開催期間：４月１日（月）～６月３０日（日） ※ＤＣコース 

・ 伊豆急下田駅 開催期間：４月１日（月）～６月３０日（日） ※ＤＣコース 

※伊豆急行・東海自動車共同開催コース、伊豆急行共同開催コース 

・ 熱 海 駅 開催期間：４月６日（土）～６月３０日（日） ※除外日：５/６～１０、６/１５ ※ＤＣコース 

開催期間：６月１５日（土）  ※ＪＲ東海共同開催 ※ＤＣコース 

・ 川 奈 駅 開催期間：５月４日（土・祝） ※伊豆急行・ＪＲ東海共同開催 ※ＤＣコース 

・ 韮 山 駅 開催期間：５月１８日（土）  ※ＪＲ東海・伊豆箱根鉄道共同開催 ※ＤＣコース 

（８）首都圏エリアや伊豆エリアでキャンペーンやイベントなどを実施し、伊豆・箱根・湯河原エリアへの流動 

を創造します。別紙 

首都圏エリアでは、伊豆産直市の開催や期間限定メニューの販売などを行います。伊豆エリアではマル 

シェなどを実施します。ぜひお立ち寄りください。 

① 産直市・イベントの実施

・首都圏エリア 

伊豆・箱根・湯河原エリアの旬の野菜や果物、干物やスイーツなどの銘産品を多数取り揃えた産直市 

を上野駅、横浜駅で開催します。 

 ・伊豆エリア 

 ラスカ熱海店にて伊豆エリアの産品を集めたマルシェを５月下旬に開催予定です。 

 伊豆稲取ふたつぼり農園にて静岡 DC に合わせて手絞り柑橘ジュース３種の飲み比べを実施します。 

② 限定メニューや限定商品の販売

 ・エキナカの店舗や商業施設、駅ビル等で静岡 DC 限定メニューや限定商品を販売します。 

③ web サイトで伊豆エリアの商品を販売

 ・JREPOINT が「貯まる」「使える」シッピングサイト JRE MALL「お取り寄せきっぷ」にて、伊豆エ

リアの加工品、旬の果物や野菜などを販売予定（４月～６月予定） 

（９） 伊豆・箱根・湯河原でのお買いものはＳｕｉｃａ・ＰＡＳＭＯで！キャンペーン 
４月１日（月）～６月３０日（日）のキャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリーして、伊豆・箱

根・湯河原エリアの対象店舗で Suica・PASMO など交通系電子マネーを使って 1 回 1,000 円（税込）以

上お買いものをされた方の中から、抽選でプレゼントが当たります。 

詳細は３月下旬オープン予定のキャンペーンサイトをご確認ください。 

キャンペーンサイトはこちらから http://www.jreast.co.jp/suicamoney/cp/ 

（10）静岡 DC×ビューカードキャンペーン 
静岡 DC と連動した伊豆の豪華賞品や JRE POINT が当たる、ビューカード会員向けキャンペーンを実

施予定です。内容決定次第、ビューカードホームページなどでお知らせをします。 

※エントリーには、会員専用サイト「VIEW's NET」の登録が必要です。 

（11）JRE POINT 交換商品に静岡の銘品が登場 
JR 東日本グループの共通ポイント「JRE POINT」の交換商品に、４月１日から静岡の 

銘品が登場します。 ※JRE POINT 会員のうちビューカード会員限定の商品です。 

JRE POINT を商品に交換して、静岡の味をご堪能いただけます。JRE POINT WEB サイトからお申し込

みください。お申し込みには WEB サイトへの会員登録が必要です。https://www.jrepoint.jp/ 

http://www.jreast.co.jp/suicamoney/cp/
https://www.jrepoint.jp/


○交換商品(一例)

しらす・海老・金目鯛味噌 140g3 種セット  ‘ver’ich jam GIFT BOX 4 本入り 

※交換ポイント数は、4月 1日以降、JRE POINT WEB サイト https://www.jrepoint.jp/でご確認ください。 

（12）２次交通統合型サービス「観光型ＭａａＳ」の実証実験を行います。再掲 ※１月 31 日プレス済み 

東京急行電鉄㈱と共同で鉄道、バス、ＡＩオンデマンド乗合交通、レンタサイクルなどの交通機関を、ス 

マートフォンで検索・予約・決済し、目的地までシームレスに移動できる２次交通統合型サービス「観光 

型ＭａａＳ」の実証実験を行います。 

実 験 期 間：４月１日（月）～６月３０日（日） 

展 開 エ リ ア：東伊豆および中伊豆エリア 

使 用 ア プ リ：Ｉｚｕｋｏ 

Ｉｚｕｋｏの機能：【検索】エリア内の鉄道、路線バス 

 【予約】ＡＩオンデマンド乗合交通、レンタサイクル、レンタカー 

 【決済】デジタルフリーパス２種類 

（13）伊東駅がより便利で快適な駅に変わります！再掲 ※１月 24 日プレス済み 

より便利で快適な駅を目指し、伊東線 伊東駅の駅舎および店舗の改装工事などを進めています。 

２０１９年の静岡 DC および東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を迎えるにあたり、観光地

の玄関口として整備します。 

（14）駅レンタカー熱海営業所でオープンカーのレンタルを実施します。再掲 ※１月 24 日プレス済み 

オープンカー（マツダ・ロードスター）を特別価格で用意し、二次交通の拡充を図ることで、鉄道利用の 

促進と伊豆エリアの観光流動の活性化を目指します。また、伊豆の周遊旅をご堪能いただける特典も 

ご用意します。 

ぜひ、この機会にオープンカーをご利用いただき、潮騒の響きや花の香りを感じながらの伊豆エリア 

「オープンカードライブ」をお楽しみください。 

４．静岡デスティネーションキャンペーン（静岡 DC）ご紹介 

２０１９年４月１日（月）～６月３０日（日）の間、静岡県、地元関係者などと JR 東海・JR 東日本を中心とした

JR グループ及び旅行会社が協力して、全国から観光誘客を図り、地域を活性化させることを目的として実

施する国内最大級の観光キャンペーンです。 

「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱいキャンペーン」は、静岡ＤＣ開催に合わせて、相乗効

果で地域の観光誘客を活性化させるために開催します。 

●静岡 DC キャッチコピー・ロゴマーク アッパレ しずおか元気旅
静岡には、国内外に誇る「アッパレ！」なのものがいっぱい！ 

そんな静岡ならではの魅力に触れる旅は、あなたの心も体も元気に、 

晴れやかにしてくれます。 

「アッパレ」というシンプルなフレーズと、宝永山を力こぶに見立てた富士山のデザインで、温暖

で明るいこと、素晴らしい多彩な魅力にあふれていること、訪れた人が気分爽快になったり、ご

利益を授かって、元気になれることを力強く表現しました。 

※画像・イラストはすべてイメージです。記載情報は、２０１９年２月１日現在の情報です。 

Izuko アイコン

https://www.jrepoint.jp/


別 紙 

キャンペーンのポイント 

１．女性から見た「伊豆・箱根・湯河原」にこだわり、ＤＣ特別企画を中心とした特別な体験、 

観光スポットや地域のグルメなどを、モデル２人が誘い合って旅する様子を通して発信します。 

（１）「旬な旅を撮影」カメラマンの紹介 

 ＃ 鈴木 真弓（すずき まゆみ） 

出身地：栃木県 

・１９９４年フリーのカメラマンとして独立 

 ・雑誌、書籍、企業ＰＲ等、様々なフィールドで活躍中 

（２）「誘い合って旅をする」モデルの紹介 

＃ 井咲アキ（いさき あき） 

出身地：静岡県 

 誕生日：４月２７日、血液型：Ｏ型 

 ・化粧品や医薬品などの、ＴＶＣＭを中心に活躍中 

＃ 泉（いずみ） 

出身地：広島県 

 誕生日：４月１２日、血液型：Ｂ型、 

 ・食品、外食チェーンなどの、ＷＥＢ広告を中心に活躍中 

（３）キャンペーン情報サイト 

① ＪＲ東日本横浜支社 伊豆・箱根・湯河原 Instagram ページ

このキャンペーンに合わせて２月７日（木）から投稿を開始する、ＪＲ東日本横浜支社が運営する、

伊豆・箱根・湯河原の魅力を画像や動画で発信する Instagram ページ

 

 

 

② ＪＲ東日本横浜支社 伊豆ホームページ

ＪＲ東日本横浜支社が運営する伊豆・箱根・湯河原の観光情報サイト

キャンペーン情報を中心に、夜の魅力や絶景スポット、食や温泉、列車、イベント情報等を配信し

ています。 

名称：「列車で行く伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 花いっぱい」 

URL：http://www.jrizu.jp/ 

名 称：「列車で行く、伊豆・箱根・湯河原」

開 設 日：２０１９年２月７日（木）

ア カ ウ ン ト：jr_izu_hakone_yugawara

掲 載 内 容：このキャンペーンのために撮りためた旬な写真や、モデル２人が旅する様子を中心に写真・

動画で投稿し、これまでと違った魅せ方で、伊豆・箱根・湯河原の魅力を発信していきます。 

コンテンツのご紹介 

ホームページのトップページ 

http://www.jrizu.jp/


 

 

③ ＪＲ東日本横浜支社 伊豆 Facebook ページ 

ＪＲ東日本横浜支社が運営する伊豆・箱根・湯河原の観光情報 Facebook ページ 

当社伊豆箱根商品企画の担当者が中心となって、地元だから知っている情報、旬な情報を発信しています。 

名称：「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 花いっぱい」 

URL：https://ja-jp.facebook.com/jrizu.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．春の魅力を組み込んだびゅう旅行商品を発売します。 

静岡ＤＣに合わせて地域の方々と掘り起こした特別企画をオプション商品化し、モデル２名が 

誘い合ってご紹介します。 

是非、宿泊商品とオプション商品を組み合わせて、春の伊豆をお楽しみ下さい。 

 

（１）主なオプション商品のご紹介 

 ① 南伊豆の澄んだ夜空に、幻想的な光を放つ、空飛ぶランタン。 

■スカイランタンナイト in 南伊豆 

■出発日／4 月 21 日（日）・5月 11 日（土）・6月 15 日（土） 

■食事／付いておりません 

■旅行代金／おとな・こども同額 1,260 円 

■旅行代金に含まれるもの／ランタン打ち上げ 

 

 

 

 

② すぐ目の前で、バンドウイルカが迫力の大ジャンプ！ 

■迫力満点！下田海中水族館アメージングシート体験 

■出発日／4 月 1 日（月）～6月 30 日（日） ※除外日：4/3・4・27～5/6 

■食事／付いておりません 

■旅行代金／おとな 2,200 円、こども 1,500 円 

■旅行代金に含まれるもの／下田海中水族館入館とアメージングシート体験（約 15 分） 

 

     

 

 

 ③ 日本でもっとも名高い仏師、運慶の仏像を拝む。心おだやかになる、ひととき。 

■願成就院特別拝観＆写経体験 

■出発日／4 月 6 日（土）～6月 29 日（土）の土曜日・4 月 27 日（土）～5 月 5 日（日・祝） 

※除外日：5/1 

■食事／付いておりません 

■旅行代金／おとな 1,800 円高校生、中学生 1,600 円、こども 1,300 円 

■旅行代金に含まれるもの／大御堂･宝物館･本堂御本尊拝観+写経体験+びゅう商品限定御朱印 

 

 

 

 

 

 

 

フェイスブックのトップページ 投稿内容の一部のご紹介 

お客さま負担 お客さま負担 

お客さま負担 お客さま負担 

お客さま負担 お客さま負担 

https://ja-jp.facebook.com/jrizu.jp/


④ 日本画の美しさを堪能した後はテラス席でランチ＆足湯♪

■町立湯河原美術館＆特別ランチ

■出発日／4 月 1 日（月）～6月 30 日（日） ※除外日：水曜日（5/1 は営業）、6/25

■食事／昼食１回付（and garden 特別ランチ）

■旅行代金／おとな 1,500 円、こども 1,200 円

■旅行代金に含まれるもの／町立湯河原美術館入館+MUSEUM CAFÉ「and garden」特別ランチ

（２）オプション商品と組み合わせてご利用いただける、ＪＲと宿泊がセットになった商品 

キャンペーン期間中は夕食時に伊勢海老料理や金目鯛料理を提供するなど、各温泉地で趣向をこらし、 

みなさまを“おもてなし”の心でお出迎えいたします！詳しくはパンフレットをご覧ください。 

（３）伊豆・箱根・湯河原日帰り商品 

① お菓子の街として有名な伊東をガイドと一緒に巡るコース

■伊東温泉 和菓子ラリーとガイド付きウォーク

■出発日／4 月 6 日（土）～6月 30 日（日）の土・休日 ※出発除外日 5/26

■食事／付いておりません

■旅行代金／4/6～5/1・7～6/30 の土・休日 東京駅発着おとな 8,300 円こども 5,300 円

■旅行代金／5/2～6 東京駅発着おとな 10,300 円、こども 6,200 円

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+東海館見学+和菓子+ガイド案内

② 人気パワースポットと稲取エリアでのお買物券が付いた充実のコース

■河津＆稲取パワースポット巡り

■出発日／4 月 1 日（月）～6月 30 日（日）

■食事／付いておりません

■旅行代金／4/6～5/1・7～6/30 東京駅発着おとな 10,500 円、こども 5,900 円

■旅行代金／5/2～6 東京駅発着おとな 12,900 円、こども 7,000 円

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+稲取エリア利用券 1,000 円分

③ 箱根の人気パワースポット九頭竜神社、箱根神社、箱根元宮を巡るコース

■箱根の３パワースポットを巡る旅

■出発日／4 月 1 日（月）～9月 30 日（月）

■食事／付いておりません

■旅行代金／4/1～5/1・7～8/8・19～9/30 東京駅発着おとな 8,700 円、こども 6,500 円

■旅行代金／5/2～6・8/9～18 東京駅発着おとな 10,300 円、こども 7,200 円

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+モーターボート+ロープウェー

お客さま負担 お客さま負担 



 

 

（４）観光周遊バス 

① 2018 年ユネスコ世界ジオパークに認定された伊豆で話題となっているハートの形に見える龍宮窟と 

いったパワースポットや絶景をジオガイド案内とともに楽しむコース 

■びゅうばす 世界が認めた伊豆の絶景・秘境ジオを巡ろう！！ 
■出発日／4 月 6 日（土）～6月 30 日（日）の土・日曜・祝日 

■出発日／6 月 20 日（木）・21 日（金）・24 日（月）～28 日（金） 

■食事／付いておりません 

■旅行代金／5/2～6 以外 東京駅発着 おとな 15,300 円、こども 10,500 円 

■旅行代金／5/2～6    東京駅発着 おとな 17,900 円、こども 11,600 円 

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+観光周遊バス+軽食・お菓子+ジオガイド案内 

 

 

 

 

 

 

 

② 元号変更に合わせて皇室ゆかりの沼津御用邸と修禅寺で期間限定の特別拝観を巡ります。 

さらにパワースポットの三嶋大社で現地のお楽しみ付き 

■びゅうばす 皇室ゆかりの地 沼津御用邸と特別拝観を巡る旅 

■出発日／5 月 25 日（土）～6月 30 日（日）の土・日曜 

■出発日／6 月 20 日（木）・21 日（金）・24 日（月）～28 日（金） 

■食事／昼食１回付（そば定食） 

■旅行代金／東京駅発着 おとな 12,400 円、大・専学・高校生 12,300 円 

■旅行代金／中学生 11,900 円、こども 9,200 円 

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+観光周遊バス+昼食+お菓子 

 

     

     

     

     

     

     

③ 2018 年 3 月世界農業遺産に認定された「静岡水わさび」と伊豆名産しいたけ収穫体験、絶景 

スポットを組み込んだコース 

■びゅうばす 世界農業遺産「静岡水わさび」わさび漬体験とわさび田見学＆しいたけ狩り 

■出発日／4 月 6 日（土）～6月 30 日（日）の土・日曜 ※出発除外日：4/27～5/6、6/8・9 

■食事／付いておりません ※軽食・お菓子が付いております。 

■旅行代金／東京駅発着 おとな 14,200 円、こども 11,400 円 

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+観光周遊バス+軽食・お菓子+ロープウェイ 

 

 

 

 

 

 

 

④ 旅人たちの足跡残る悠久の石畳道・箱根八里で巡る遥かな江戸の旅。 

宿場町や茶屋、関所、並木一里塚と、道沿いに次々と往時のままの情景が立ち現れます。 

■びゅうばす 日本遺産・箱根八里旧街道を訪ねる 

■出発日／4 月 6 日（土）～6月 30 日（日）の土・日曜 ※出発除外日：4/27～5/6、6/8・9 

■食事／付いておりません ※軽食・お菓子が付いております。 

■旅行代金／東京駅発着 おとな 11,900 円、こども 9,400 円 

■旅行代金に含まれるもの／往復の交通+観光周遊バス+軽食・お菓子+ロープウェイ 

 

 

 

 

 



 

 

３．のってたのしい列車「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」やご旅行に便利な臨時列車を運転します。 

（１）のってたのしい列車「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」が、春の伊豆を快走します。 

伊豆の景色を眺めながら「食」と「お酒」、「会話」を楽しむリゾート列車「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」 

では伊勢海老や金目鯛など旬の伊豆の食材を使用した春メニューがお楽しみいただける旅行商品を 

ご用意しました。 

また 3 月 31 日は静岡ＤＣオープニング特別列車として伊豆クレイル 1 号が横浜駅から発車します。 

さらに静岡ＤＣ特別企画として 4/6～6/30 の期間中 1・3 号車にご乗車のお客さま限定で海底熟成 

ワインと通常のワインの飲み比べをお楽しみいただけるイベントも実施します。（希望者のみ） 

※「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」ホームページもご覧ください。 URL:https://www.jrizu.jp/izucraile/ 
  

（２）キャンペーン期間中に団体専用列車、臨時列車を運転します。 

① 臨時列車 

ａ．我孫子発着 特急「踊り子号」運転 

我孫子発着の上野東京ラインを経由した直通の踊り子号を運転し、常磐線エリアからのお客さまの利 

便性を向上します。 

ｂ．大宮発着 特急「スーパービュー踊り子号」運転 

新宿発着のスーパービュー踊り子号を期間限定で大宮まで延長運転を行い、大宮エリアからのお客さ 

まの利便性を向上します。 

ｃ．特急「マリンエクスプレス踊り子号」運転 

成田エクスプレスでおなじみの E259 系車両を使用したマリンエクスプレス踊り子号を運転します。 

 

② 団体専用列車（再掲） ※１月２５日プレス済み 

全列車旅行商品で発売します。 

ａ．「静岡 DC オープニング号」  

久能山東照宮または静岡浅間神社での特別企画体験に向けて 3 月 31 日(日)に東京駅～静岡駅間を 

運転します。 

ｂ．「伊豆 Beer Train ～オーシャンビューでビールを楽しもう！～」 

相模湾の絶景をお楽しみいただきながら車内ではキリン一番搾り生ビール飲み放題と共に、特製 

おつまみセットをご提供予定です。 

4 月 13 日(土)茅ヶ崎駅～伊東駅間を運転します。 

ｃ．「伊豆急でんしゃまつり お座敷プラレール号」 

4 月 20 日(土)に開催される伊豆急でんしゃまつりに向けて横浜駅～伊豆高原駅間を運転します。 

ｄ．「E655 系ハイグレード車両なごみ(和)伊豆の旅！」 

乗車チャンスの少ないハイグレード車両 E655 系「なごみ(和)」で春の伊豆をお楽しみください。 

4 月 30 日(火)東京駅→伊豆急下田駅 

5 月 11 日(水)熱海駅→東京駅を運転します。 

ｅ．「ホビーのまち静岡トレイン」 

5 月 11 日(土)に開催されるグランシップトレインフェスタ 2019 及び第 58 回静岡ホビーショーに 

向けて横浜駅～東静岡駅間を運転します。 

ｆ．「野村万作・萬斎 狂言号」 

5 月 22 日(水)韮山反射炉前 特設舞台での野村万作氏、萬斎氏による狂言特別公演に向けて 

東京駅→三島駅で運転します。 

ｇ．「伊東市まくら投げ大会号」 

「静岡 DC 特別企画 全日本まくら投げ大会 in 伊東温泉」に向けて運転します。 

5 月 25 日(土)東京駅→伊東駅 

5 月 26 日(日)伊東駅→東京駅を運転します。 

ｈ．「あじさい彩る下田 金目鯛を食す旅」 

日本有数の水揚げ量を誇る下田の金目鯛と、あじさい祭をお楽しみください。 

6 月 15 日(土)東京駅→伊豆急下田駅 

6 月 16 日(日)伊豆急下田駅→東京駅を運転します。 

ｉ．「いよいよ引退！伊豆急 100 系電車の旅」 

いよいよ引退が迫った伊豆急 100 系電車に乗車し、通常入る事が出来ない稲取貨物線に入線します。 

6 月 30 日(日)伊豆急下田駅～片瀬白田駅を運転します。 

 

（３）その他「期間限定ロイヤルボックスを連結！」 

伊豆急 2100 系「黒船電車」にロイヤルボックスを期間限定で連結します。（熱海～伊豆急下田駅間） 

4 月 1 日(月)～6 月 30 日(日)※一部運転しない日がございます。 

 

 

 

https://www.jrizu.jp/izucraile/


 

 

４．観光地と町めぐりを楽しめる「駅からハイキング」を設定します。 

（１）小田原駅コース 

【魚がおいしい街、小田原を歩こう！】城下町小田原のまちあるきと漁港めぐり 

相模湾に面した小田原はおいしい魚介類の宝庫！かつお節店やかまぼこ店などの老舗を巡り、潮風を 

感じながら城下町をまちあるきします。伝統産業に触れた後は、小田原漁港の新鮮で美味しい地魚を 

お腹いっぱい満喫（飲食は有料）できるコースです。 

■実施期間：4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日） 

■受付時間：9 時 00 分～11 時 00 分 ■受付場所：小田原駅観光案内所 

■所要時間：約 3 時間           ■歩行距離：約 6ｋｍ 

■特 典：小田原駅の NewDays 各店舗にて割引の特典がございます。 

（一部割引対象外の商品あり） 

      

（２）伊東駅コース  伊東市自然の癒しと里やまめぐり 

     伊東駅より路線バス（有料）を利用し、伊東を代表する観光名所「伊豆シャボテン動物公園（有料）」をスター 

トとし、伊豆半島ユネスコ世界ジオパークに認定された「大室山」、昔ながらの田園風景が残る里やま「池」 

地区をまわるコースです。4 月は桜、5 月から 6 月にかけては菖蒲、アジサイなども楽しめます。 

■実施期間：4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日） 

■受付時間：9 時 30 分～12 時 00 分 

■受付場所：伊豆シャボテン動物公園「歩行者ゲート」 

※スタートとゴール（伊豆急伊豆高原駅 ）が異なります。 

■所要時間：約 4 時間 30 分       ■歩行距離：約 10.5ｋｍ 

■特 典：伊豆シャボテン動物公園の入園料の割引がございます。 

■特 典：伊豆高原駅「豆州やまきち伊豆高原店」、「Izu-kogen 駅 café べるじゅ」にて特典あります 

※ギフト・酒類ほか特売品は対象外となります。また他の割引との併用も不可となります。 

 

（３）伊豆急下田駅コース【伊豆急行共同開催】 

静岡ＤＣ開催記念 伊豆半島ジオパークハイキング 爪木崎コース 

ユネスコ世界ジオパークに認定された伊豆半島。伊豆七島の浮かぶ太平洋の絶景を楽しみながら爪木崎 

俵磯・恵比寿島千畳敷など自然の造形美を巡るコースです 

■実施期間：4 月 1 日（月）～6月 30 日（日） 

■受付時間：9 時 00 分～11 時 00 分 ■受付場所：下田市観光協会駅前案内所 

■所要時間：約 5 時間 15 分        ■歩行距離：約 15ｋｍ 

■特 典：受付時、爪木崎柱状節理か恵比寿島のポストカード、特典付き 

■特 典：下田ガイドマップをお渡しします。 

 

（４）伊豆急下田駅コース【伊豆急行・東海自動車共同開催】 

静岡ＤＣ開催記念 伊豆半島ジオパークハイキング 龍宮窟コース 

ユネスコ世界ジオパークに認定された伊豆半島の中でも屈指の人気を誇る龍宮窟。洞窟の下から見 

上げると直径 50m ほどの天窓が広がり、上の遊歩道から見下ろすと、 

ハート型の地形が出現する自然が生み出した不思議な空間に立ち寄るコースです。 

   ■実施期間：4 月 1 日（月）～6月 30 日（日） 

   ■受付時間：9 時 00 分～11 時 00 分 ■受付場所：下田市観光協会駅前案内所 

   ■所要時間：約 5 時間 00 分        ■歩行距離：約 13.5ｋｍ 

   ■特 典：受付時、龍宮窟のポストカード、特典付き下田ガイドブックをお渡しします。 

 

（５）熱海駅コース  思い出をフレームにおさめる 熱海フォトジェニック散策 

熱海を彩る花々、伊豆半島の歴史が刻まれた景勝地「錦ヶ浦」の絶景を体感した後、 

昭和情緒あふれる商店街通りを散策しあなただけの熱海を見つけませんか？ 

5 月 18 日（土）は受付時に、先着 100 名様に静岡県立熱海高校の学生の皆さんが開発 

に携わった商品をプレゼントします。 

■実施期間：4 月 6 日（土）～6月 30 日（日） ※除外日：5/6～10、6/15 

■受付時間：9 時 30 分～11 時 30 分 ■受付場所：熱海観光案内所（ラスカ熱海 1Ｆ） 

■所要時間：約 3 時間 30 分        ■歩行距離：約 9ｋｍ 

■特 典：起雲閣の入館料が割引になります。 

■特 典：熱海駅の NewDays 各店舗にて割引の特典がございます。（一部割引対象外の商品あり） 

ラスカ熱海の店舗をご利用のお客さまに特典がございます。 

 

 

 

 

錦ヶ浦 

熱海高校の皆さん 

俵磯 

龍宮窟 

「池」地区 

小田原漁港 



 

 

（６）熱海駅コース【ＪＲ東海共同開催】 

世界三大花木「ジャカランダ」に天然記念物「大楠」！海風を感じながらリフレッシュ♪     

初夏の熱海を彩る花々を楽しみながらパワースポットとして有名な來宮神社もめぐります。熱海駅長や 

ＪＲ東海「ぽぽちゃん」、ＪＲ東日本横浜支社「ハマの電チャン」、熱海を愛する妖精「あつお」による 

お見送りのほか、先着でちょっぴりプレゼントもご用意します。 

■実施期間：6 月 15 日（土） 

■受付時間：8 時 30 分～11 時 00 分 ■受付場所：熱海駅改札前 

■所要時間：約 2 時間 30 分        ■歩行距離：約 6ｋｍ 

 

（７）川奈駅コース【ＪＲ東海・伊豆急行共同開催】 

伊東八景・小室山公園の「絨毯つつじ」  

  4/29～5/5 まで小室山公園ではつつじ祭りが開催され、約 10 万本のつつじの競演がご鑑賞いただけます。 

小室山山頂からの自然の大パノラマもお楽しみください。先着 1,000 名様にスタート時、ちょっぴりプ 

レゼントをご用意しています。   

■実施期間：5 月 4 日（土・祝） 

  ■受付時間：8 時 30 分～11 時 00 分 ■受付場所：伊豆急川奈駅改札前 

  ■所要時間：約 2 時間 15 分        ■歩行距離：約 6ｋｍ 

■特 典：「森のぞうがん美術館」の入館料が無料となります。 

 

（８）韮山駅コース【ＪＲ東海・伊豆箱根鉄道共同開催】 

2 つの世界文化遺産を満喫！韮山反射炉と韮山城跡から眺める富士山眺望 

韮山反射炉（有料）内では、フラワーアーティスト村松文彦監修による花のオブジェや特設フラワー 

ガーデンで華やかに装飾される「世界遺産韮山反射炉花回廊 2019」が開催されます。先着 1,000 名様 

にスタート時ちょっぴりプレゼントもご用意します。 

■実施期間：5 月 18 日（土） 

■受付時間：8 時 30 分～11 時 00 分  

■受付場所：伊豆箱根鉄道駿豆線韮山駅（東口） 

■所要時間：約 3 時間 15 分        ■歩行距離：約 9ｋｍ 

※各コースとも内容や表記が変更となる場合がございます。  

 

５．首都圏エリアや伊豆エリアでキャンペーンやイベントなどを実施し、伊豆・箱根・湯河原エリア 

への流動を創造します。 

首都圏エリアでは、伊豆産直市の開催や期間限定メニューの販売等を行います。伊豆エリアではマルシェ 

等を実施いたします。 

（１）産直市やイベントの実施 

  ① 首都圏エリア 

・上野駅：伊豆産直市（4 月 11 日（木）～13 日（土）） 

・横浜駅：伊豆産直市（5 月下旬予定） 

※産直市では横浜支社の 6 次産業化商品「殻絞り海老ソース」、 

「伊豆柑橘ゼリー」も販売予定。 

② 着地での取り組み 

・ラスカ熱海店にて伊豆エリアの産品を集めたマルシェを開催 

（5 月下旬予定） 

   ・ふたつぼり農園（伊豆稲取）にて静岡 DC 特別企画として 

手絞り柑橘ジュース 3 種の飲み比べを実施 

（開催中～5 月まで実施予定） 

 

（２）限定メニューや限定商品の発売 

① エキナカ商業施設 ecute（エキュート）各店で静岡県産食材を使用した期間限定メニューを販売 

（5 月 13 日（月）～5 月 26 日（日）予定） 

② ㈱日本レストランエンタプライズの一部レストラン店舗、そば店舗でオリジナルメニューを販売 

（4 月～6 月予定） 

③ 東海道フィギュアラッキードロップの販売（4 月中旬発売予定） 

東海道沿いに着目した魅力ある名物等をカプセルフィギュアにしました。 

コンビニ NewDays 等にあるカプセル自動販売機等で販売します。 

④  コンビニ NewDays、NewDaysKIOSK で伊豆の食材を使ったおにぎり等を販売（4 月下旬～予定） 

 

 

 

 

韮山反射炉 

ジャカランダ遊歩道 

小室山公園 

殻絞り海老ソース 伊豆柑橘ゼリー 

手絞り柑橘ジュース３種類の飲み比べ 



 

 

⑤ のもの居酒屋“かよひ路”上野店、のものレストラン”みやこ“品川店、のものキッチン 

池袋東口店、秋葉原店にて静岡県内の食材を使用したメニューを販売 

（4 月～6 月予定） 

⑥ のもの店舗（上野店・秋葉原店・東京店）にて横浜支社の 6 次産業化商品の取り扱い 

（4 月～6 月予定） 

⑦ グランデュオ立川店で静岡のお菓子やおつまみ、惣菜などを販売 

（4 月～6 月の内１週間を予定） 

⑧ ㈱鉄道会館が運営する東京駅各商業施設にて、メニューフェア及び物販催事を実施（6 月予定） 

 

（３）web サイトで伊豆エリアの商品を販売 

JREPOINT が「貯まる」「使える」シッピングサイト JRE MALL「お取り寄せきっぷ」にて、伊豆エリアの

加工品、旬の果物や野菜などを販売予定（4 月～6 月予定） 

（商品一例） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

６．オリジナルノベルティ「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱい キャンペーン  

『しおかつおうどんスナック』『殻搾り海老ソース』」をプレゼントします。 

ＪＲ東日本のびゅうプラザ店舗で、4 月 1 日（月）以降出発の伊豆・箱根・湯河原方面へのびゅう旅行商

品をご購入いただいたお客さまを中心に、西伊豆のご当地グルメ「しおかつおうどん」をイメージしたス

ナック菓子、または東伊豆産の伊勢海老を使った海老の香りがよい、ちょっと贅沢なソースをオリジナル

パッケージに詰めてプレゼントいたします。 

この機会に、是非びゅうプラザへお越しください！ 

※プレゼントの詳細は各店舗へお問い合わせください。 

配付は 3 月以降の予定です。 

 

 

 

殻搾り海老ソース 

「伊豆産地金目鯛セット（お刺身・煮物用）」 （有）三浦水産   極冷伊勢海老２尾 

しおかつおうどんスナック 


