別紙３

３．観光列車の運行
愛知ＤＣアフターＣＰ期間中、昨年も運行しご好評を頂いた、尾張・知多・三河エリア
を巡る観光列車を運行します。地元の方々と一体となっておもてなしを実施する列車にご
乗車いただき、秋の魅力あふれる観光地を巡る旅へお出かけください。
■概要
◆観光列車一覧※詳細は「■運行情報」をご覧ください。
①快速 モーニングトレイン一宮［10/20（日）・12/1（日）］
②快速 知多鉄道酢トーリー［10/5（土）・11/2（土）］
③快速 おいでん奥三河［10/26（土）・11/30（土）］
◆観光列車の共通ポイント
・乗車証明書と特製ノベルティ「ヘッドマークロゴ入り缶バッジ」を配布。
※実際にご乗車のお客様おひとりにつき１点限り（それぞれ、列車ごとにデザインが異なります）
※デザインは変更する場合があります。

・一部区間・駅において、地元自治体やＪＲ東海の乗務員等によるおもてなしを実施。

乗車証明書（例）

ヘッドマークロゴ入り缶バッジ（例）

昨年度の駅・車内のおもてなしの様子

※各列車とも全車指定席の快速列車です。ご利用には乗車券の他に指定席券が必要です。
※指定席券は乗車日の 1 か月前の午前 10 時から全国のＪＲの主な駅で発売します。
※列車の運転日・時刻・車両、旅行商品などの内容は変更となる場合がございます。

■運行情報
①快速 モーニングトレイン一宮【車内おもてなし：一宮市・(12/1（日）のみ)稲沢市】
種別

区間・時刻

運転日

編成

10/20(日)

キハ 75 形(3 両編成)

12/1(日）

313-8000 番台(3 両編成)

ヘッドマーク

快速
※名古屋→尾張一宮間は、普段営業列車が
通らない稲沢線（貨物線）を経由します。

・10/20(日)は尾張一宮駅前ビル 3 階「シビックテラス」にて、一宮モーニングのイベン
ト「おもてなしモーニング café」（主催：一宮モーニング協議会（一宮商工会議所 企
画事業部 ℡0586-72-4611)）が開催されます。
・12/1(日)は尾張一宮駅スタートのさわやかウォーキングも開催します。
・この列車の運行日には、尾張一宮駅で接続する周遊バス(事前予約制・有料)が運行さ
れますので、一宮市の観光に是非ご利用ください。
（なお、周遊バス車内で本列車の乗車証明書をご提示いただくと、
「ヘッドマークロゴ入りコースター」をプレゼントします。）
※周遊バスの詳細は三重交通株式会社
(℡052-253-6324)へお問合せください。

観光販売システム営業部

ヘッドマークロゴ入り
コースター
（お一人様１個限り）

②快速 知多鉄道酢トーリー【車内おもてなし：知多半島 5 市 5 町合同】
種別

区間・時刻

快速

運転日

編成

ヘッドマーク

10/5(土)

313-8000 番台

11/2(土)

（3 両編成）

・運行日には、夜の半田運河周辺を光で装飾し幻想的な空間で酒と食を楽しむイベント
「半田運河 HOTORISAKABA」
（主催：半田市・半田市観光協会 ℡0569-32-3264）が開催
される予定です。
・MIZKAN MUSEUM や半田赤レンガ建物など、醸造文化が盛んな半田市を堪能できる旅行商
品を、以下の旅行会社にて発売します。
（なお、旅行商品ご購入のお客様には、
「ヘッドマークロゴ入り升」をプレゼントします。
）

発売旅行会社（3 社）
ヘッドマークロゴ入り升
（お一人様１個限り）

③快速 おいでん奥三河【車内おもてなし：奥三河 4 市町村合同】
種別

区間・時刻

快速

運転日

編成

10/26（土）

313-8000 番台

11/30（土）

（3 両編成）

ヘッドマーク

・鳳来寺や設楽原歴史資料館など、歴史あふれる新城市を堪能できる旅行商品を、以下
の旅行会社にて発売します。
（なお、旅行商品ご購入のお客様には、愛知県産の間伐材を使用した「ヘッドマークロゴ入りスマホス
タンドキーホルダー」をプレゼントします。）

ヘッドマークロゴ入り
発売旅行会社（2 社）

スマホスタンドキーホルダー
（お一人様１個限り）

※上記観光列車の運行情報は、Japan Highlights Travel のHP(https://japan-highlightstravel.com/jp/)でもご案内します。
※上記全てのツアー詳細は、各旅行会社のパンフレットなどをご確認ください。また、ジェイアール東海ツアーズの商品につい
ては、ＪＲ東海「50+」の商品となります。

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

［入会問い合わせ］ＪＲ東海「50+」事務局

［商品問い合わせ］
「50+」ツアーデスク

・ナビダイヤル：0570-00-8350

・フリーダイヤル：0120-957-550

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

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）

（日曜・祝日及び年末年始を除く）

画像はすべてイメージです。

別紙４

４．さわやかウォーキング

1991 年にスタートした「さわやかウォーキング」では、愛知ＤＣアフターＣＰの記念コー
スを設定します。記念コースでは、県内各地の見どころあふれる観光地やイベントを組込ん
だほか、県内交通事業者とのコラボコースも設定します。
また、期間中、記念コース（県内開催の 25 コース）に参加してスタンプを集めると、ビ
ンゴの数に応じてプレゼントがもらえる企画「ウォーキングビンゴ」を開催します。県内の
様々な観光スポットを楽しみつつ、是非ご参加ください！
■ウォーキングビンゴ概要
・記念コースのゴール受付で「ウォーキングビンゴカード」をお渡しします。

ウォーキングビンゴカード

※ウォーキングビンゴカードは無くなり次第配布終了となります。
（お一人様1 枚限り）
※破損・紛失の場合は再発行いたしません。

・参加コースの該当箇所にスタンプを押印いたします。縦・横・斜めのいずれかにスタ
ンプを 5 個集めると 1 ビンゴとなり、ビンゴの数に応じて以下のプレゼントがもらえ
ます。

1 ビンゴ（1 列スタンプを集めた方）
オリジナル缶バッジ ※お一人様 1 個限り
（先着 8,000 名様）

2 ビンゴ（2 列スタンプを集めた方）
オリジナルトランプ

※お一人様 1 個限り

（先着 3,000 名様）

※上記プレゼントのデザインは変更する場合があります。
※ウォーキングビンゴの達成賞品は 2 ビンゴまでのご用意です。スタンプを 3 列以上そろえた場合の達成賞品のご用意はありま
せん。

画像はすべてイメージです。

■記念コース一覧（全 25 コース）
開催日

スタート駅

ゴール駅

コース名

9/15(日)

東海道線:尾張一宮駅

東海道線:木曽川駅

尾張三英傑に仕えた山内一豊の歴史にふれて

9/22(日)

豊橋鉄道:三河田原駅

豊橋鉄道:三河田原駅

秋の渥美半島、どんぶり街道とドリームカーを堪能し
よう

9/23(月・祝)

東海道線:三河三谷駅

東海道線:三河大塚駅

三河湾の景観を堪能、弘法大師像たたずむ弘法山頂を
訪ねて

9/28(土)

東海道線:熱田駅

中央線:鶴舞駅

名古屋の二大庭園とてづくり朝市を訪ねて

10/6（日）

東海道線:刈谷駅

東海道線:逢妻駅

秋の本刈谷神社と歴史博物館を訪ねて

10/6（日）

東海道線:幸田駅

東海道線:三ヶ根駅

幸田町名産「珍宝柿(筆柿)」の故郷の秋を満喫

10/13（日）

東海道線:清洲駅

東海道線:稲沢駅

清洲城信長まつりとトヨタ名古屋自動車大学校旧車
見学

10/20（日）

飯田線:豊川駅

飯田線:豊川駅

おいでん！まちおこし複合イベント「ほいとも祭」

10/26(土)

東海道線:大府駅

東海道線:大府駅

大府市産業文化まつりと至学館大学レスリング場見
学ウォーキング

10/26(土)

東海道線:安城駅

東海道線:安城駅

願いごと日本一。のまち、安城で秋の楽しいイベント
を満喫

10/26(土)

中央線:春日井駅

中央線:勝川駅

弘法様ウォーク＆ハロウィンで盛り上がる勝川商店
街をぶらり散策

10/27（日）

中央線:新守山駅

中央線:新守山駅

すいどうみち緑道を抜け自衛隊の記念行事を満喫し
よう！

10/27（日）

名鉄名古屋本線:国府駅

東海道線:愛知御津駅

東三河ふるさと公園で穂の国の自然を満喫しよう!!

11/2(土)

関西線:蟹江駅

関西線:蟹江駅

老舗酒蔵「甘強酒造」の蔵開きと蟹江うまいもの巡り

11/2(土)

愛知環状鉄道:北岡崎駅

愛知環状鉄道:中岡崎駅

岡崎城下家康公秋まつりと岡崎の今昔を巡る

11/3(日祝)

東海道線:三河大塚駅

東海道線:蒲郡駅

秋の竹島エリアを巡り、モノづくりの祭典「くらふと
フェア」へ

11/9(土)

中央線:定光寺駅

愛知環状鉄道:中水野駅

定光寺自然休養林 殿様街道を抜けて瀬戸・水野で窯
めぐり

11/16(土)

中央線:千種駅

名古屋市営地下鉄:

紅葉の名古屋を散策！水の歴史を訪ね「東山動植物園

東山公園駅

に親子で行こう！」

11/17（日）

東海道線:熱田駅

中央線:金山駅

まちじゅうがイベントあったか!あつた魅力発見市

11/24（日）

飯田線:大海駅

飯田線:新城駅

山の湊の東側 東郷エリアを巡るウォーキング

11/24（日）

愛知環状鉄道:瀬戸口駅

リニモ（東部丘陵線）:

デジタルまつりを楽しもう！！晩秋の瀬戸・長久手ウ

愛・地球博記念公園駅

ォーキング

12/1（日）

東海道線:尾張一宮駅

東海道線:尾張一宮駅

一宮モーニングとぶらり探訪

12/7(土)

東海道線:新所原駅

東海道線:二川駅

もみじ寺「普門寺」と二川宿グルメウォーキング

12/8（日）

あおなみ線:荒子駅

関西線:春田駅

～前田利家百万石への道～いざ、犬千代ルートの名所
へ参ろうぞ！

12/21(土)

東海道線:名古屋駅

東海道線:名古屋駅

歴史や文化が見える市政資料館と輝く金のシャチホ
コ 名古屋城を歩こう

