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小田急電鉄株式会社
東海旅客鉄道株式会社
～御殿場市・小田急電鉄・ＪＲ東海共同企画～
秋のおでかけは“ごてんば”でキマリ！
臨時特急「富士山トレインごてんば」号を小田急電鉄とＪＲ東海が共同運行します！
御殿場市（静岡県）
・小田急電鉄・ＪＲ東海は、世界文化遺産「富士山」と「ごてんば線
まつり」をお楽しみいただける、おでかけに便利な臨時特急「富士山トレインごてんば」号を
１０月９日（月・祝）に小田急新宿駅からＪＲ御殿場駅間で運転します。
臨時特急の車内や御殿場駅では、御殿場市長による観光案内や小田急電鉄とＪＲ東海
の乗務員によるフォトセッションのほか、御殿場市によるウェルカムサービスなど、
お客さまへのおもてなしを実施します。この機会に、“秋のごてんば”へ気軽に足を
運んでみてはいかがですか。
１．御殿場市の魅力のご紹介（別紙１）
〔静岡県御殿場市〕
・御殿場市は世界文化遺産「富士山」の東麓に位置する緑豊かな高原都市で、景観が美しい観光
地です。首都圏からアクセスしやすいのも魅力！
・箱根、富士五湖といった国内有数の観光地に隣接しており、市内には御殿場プレミアム・
アウトレットや御殿場高原時之栖などの有名な観光スポットを有しています。

２．「第１３回ごてんば線まつり」開催（別紙２）
■開催時間：平成２９年１０月９日（月・祝）午前９時～午後４時
■会
場：御殿場駅連絡通路及び駅前広場、周辺地域
ＪＲ御殿場駅 駅前広場周辺で、静岡県警察音楽隊や地元園児、マスコットキャラクター等
によるオープニングパレードをはじめ、富士スピードウェイレーシングカーや白バイの展示、
鉄道模型展示やミニＳＬ乗車、ＳＬ汽笛鳴らし体験など楽しい企画が盛りだくさん！

３．臨時特急「富士山トレインごてんば」号の運転（別紙３）
■運 転 日：平成２９年１０月９日（月・祝）
■運 転 区 間：小田急新宿駅→ＪＲ御殿場駅（往路のみ・全車指定席）
下り 小田急新宿駅 8：40 発 → ＪＲ御殿場駅 10：26 着
■停 車 駅：新百合ヶ丘駅、相模大野駅、本厚木駅、秦野駅、松田駅
※“秋のごてんば”には、特急「あさぎり」号のご利用も便利です。
小田急新宿駅～ＪＲ御殿場駅間を直通で片道約９０分で結びます。
（平日３往復・土休日４往復）

４．「第１３回ごてんば線まつり」に合わせ、さわやかウォーキングを開催
■開 催 日：平成２９年１０月９日（月・祝） ※受付：８時３０分～１１時００分
■コース名：ごてんば線まつりと御殿場の田園・歴史・文化を訪ねて
■スタート：ＪＲ御殿場線 御殿場駅
※当日は静岡地区からのおでかけに便利な、臨時快速「さわやかウォーキング」号を
浜松駅～御殿場駅間で運転します。
※さわやかウォーキング・臨時快速列車についての詳細はＪＲ東海さわやかウォーキング
ホームページ（http://walking.jr-central.co.jp/）をご覧ください。
※それぞれの詳細は、別紙をご参照ください。
※イベント内容は変更される場合があります。
※写真・イラストは全てイメージです。
※季節の花、富士山の風景などは、気象状況等によりご覧いただけない場合があります。

別紙１
１．御殿場市の魅力のご紹介
［御殿場市長より］
１０月９日

臨時特急「富士山トレインごてんば」号市長挨拶

「富士山トレインごてんば」号の目的地である「御殿場」は、世界文化遺産で
ある富士山の麓に位置し、箱根外輪山に囲まれた自然豊かな高原都市です。市内
には四季を通じて様々な花が咲き誇る「秩父宮記念公園」をはじめ、自然の中で
遊んで学べる国内最大級の富士山テーマパーク「富士山樹空の森」や「ごてんば
市温泉会館」、「御殿場高原時之栖」、「御殿場プレミアム・アウトレット」などの
大型観光施設が立地する、沢山の魅力があふれるまちです。
当日は、御殿場駅前広場などで「第１３回ごてんば線まつり」が開催されてお
り、御殿場線を盛り上げるさまざまなイベントも行われております。
皆様におかれましては、この機会に御殿場の魅力に触れ、
都心とはまた違ったひと時を過ごしていただければ幸いに
存じます。
平成２９年９月

御殿場市長

若林

洋平

■御殿場ヒストリー
御殿場地方は、またの呼び名を御厨（※みくりや）といいま
す。御殿場の名は、御厨の地に徳川家康公の御殿が作られ、
周辺を御殿場村と呼んだことに由来します。
※みくりや・・・中世、御殿場地方は伊勢神宮に食糧を納める
荘園の１つであったことから「大沼鮎沢御厨」
と呼ばれ、現在でも御厨と呼ばれています。

▲「御殿場発祥の地」碑

■秩父宮記念公園
秩父宮記念公園は昭和１６年９月から約１０年間、秩父宮同妃
両殿下が実際にお住まいになられていたご別邸を、御殿場市に
ご遺贈いただき、園内を整備して平成１５年４月に開園した
公園です。約１万８千坪の庭園では、両殿下が愛された山野草
をはじめ四季折々の花々を楽しむことができます。
▲秩父宮記念公園

■世界文化遺産「富士山」
富士山頂上の駒ヶ岳周辺までを市域とする御殿場市は、広大
な構成資産である標高約１，５００ｍ以上の「富士山域」と
「山頂の信仰遺跡群」や「須山口登山道」が構成資産となっ
ています。
▲富士山

■心もほっこり日帰り湯（温泉）
・ごてんば市温泉会館
お風呂の中から雄大な富士山を見ることができ、夜景も綺麗で
す。
・御胎内温泉健康センター
富士山を眺めながら入浴ができ、大きな富士山と深い木立、清
涼な空気の中で時間もゆっくり過ぎています。都会では味わえ
ない広々気分です。
■遊び
・富士山樹空の森
富士山を全国・世界に紹介する施設です。富士山天空シアター
は、富士山麓模型を立体スクリーンとし、ご来光差し込む山麓
の姿などをＣＧ映像でリアルに再現。ほかに、富士山に関わる
企画展を開催する展示室、地域交流スペース、展望テラスなど
があります。

▲ごてんば市温泉会館

▲御胎内温泉健康センター

▲富士山樹空の森

・御殿場プレミアム・アウトレット
国内最大級のショップ数を誇る「御殿場プレミアム・アウトレ
ット」は、まるで「森の中の街」。ファッション、スポーツ、イ
ンテリア、雑貨などジャンルも豊富で、レストランも充実して
います。

▲御殿場プレミアム・アウトレット

・御殿場高原時之栖（ときのすみか）
レストランや温泉、宿泊施設を持つリゾート施設です。
ここで味わえる地ビールは富士山の湧き水とドイツの技術が生
んだ逸品です。
■グルメ
・御殿場みくりやそば
この地方では、昔から山芋をつなぎに使ったそばを、各家庭で
打って振る舞っていました。汁の具に鶏肉、人参、しいたけを
使うのがポピュラーな御殿場のソウルフード。大晦日や、人が
集まる時に振る舞われる、ふるさとの味です。
■お土産／特産品
御殿場では、明治～昭和にかけて別荘が数多く建てられ、特に
二の岡地区は、キリスト教宣教師を中心に多くの外国人が住む
ようになりました。彼らが伝えた、ハム・ソーセージ作りの技
術と心は今も市内のお店に受け継がれています。
※御殿場市の観光情報・イベント内容、各有料施設の料金等につきましては、
御殿場市観光協会にお問い合わせください。
〒412-0043 静岡県御殿場市新橋 1988 TEL：0550-83-4770（平日 9:00～17:00）

▲御殿場高原時之栖

▲御殿場みくりやそば

▲ハム・ソーセージ

別紙２
２.「第１３回ごてんば線まつり」概要
■期 日：平成２９年１０月９日（月・祝）午前９時～午後４時
■会 場：御殿場駅連絡通路及び駅前広場、周辺地域
■主 催：ごてんば線を育てる会
■内 容：
・オープニングパレード
御殿場駅周辺で御殿場西中学校吹奏楽部、静岡県警察音楽隊＆カラーガード隊、
市内園児、マスコットキャラクター、警察犬などによるパレード
・ステージ
静岡県警察音楽隊、吹奏楽部、アマチュアバンドの演奏、太鼓の演奏など
・出店販売
ＪＡ御殿場による物販や飲食、御殿場線沿線地域物産展など
・鉄道関連イベント
ミニＳＬ乗車、ＳＬ汽笛鳴らし体験、鉄道模型展示、御殿場線パネル・写真展
・その他
マスコットキャラクターとの写真撮影（ごてんばこめこ、じゅくうちゃん、ふじっ
ぴー、金太郎、みくりん、エスピーくん、西湘きんじろう、でごにぃ）、
富士スピードウェイレーシングカー・白バイの展示、スタンプラリー、
ハンセン病歴史パネル展など

【昨年のごてんば線まつりの様子】
※「ごてんば線まつり」のイベント等詳細につきましては、
「ごてんば線を育てる会」
辻川（０９０－７６０９－９２７７）までお問い合わせください。

別紙３
３．臨時特急「富士山トレインごてんば」号
■列

車 名：「富士山トレインごてんば」号

■運

転 日：平成２９年１０月９日（月・祝）

■運 転 区 間：小田急新宿駅⇒ＪＲ御殿場駅（往路のみ）
■停

車 駅：新百合ヶ丘駅、相模大野駅、本厚木駅、秦野駅、松田駅

■運 転 時 刻：

■車
■運

両：ロマンスカー・ＭＳＥ（６００００形／６両編成）
賃 等：

駅名
新百合ヶ丘
相模大野
本厚木
秦野
松田
御殿場

新宿
310
410
370
410
500
570
670
620
780
690
1,280
1,530

上段：運賃（おとな）
下段：特急料金（おとな）

新百合ヶ丘
220
300
310
410
460
570
540
620
1,040
1,460

相模大野
250
300
370
410
460
510
960
1,350

本厚木
250
300
340
300
840
1,140

秦野
220
300
720
1,140

松田
500
840

御殿場
（単位：円）

※臨時特急「富士山トレインごてんば」号は全車指定席です。必ず乗車前に乗車券、
定期券、回数券のほか、指定席特急券をお買い求めください。
※なお、ＰＡＳＭＯなど交通系ＩＣカードは小田急線内発着のみご利用いただけます。
小田急線内からＪＲ御殿場線の御殿場駅まではご利用いただけませんのでご注意
ください。ＩＣ運賃については小田急電鉄のホームページ（http://www.odakyu.jp/）
をご覧ください。
※ＪＲ御殿場線内（松田駅～御殿場駅）は、ＪＲ東海の「休日乗り放題きっぷ」「Ｊ
Ｒ東海＆16 私鉄乗り鉄☆たびきっぷ」を乗車券としてご利用いただけます。

■発売開始日：指定席特急券は、ご乗車日の１ヶ月前の午前１０時から発売します。
■発 売 箇 所：ＪＲ東海の主な駅のきっぷうりば・小田急線各駅・小田急トラベル各営業所・
主な旅行会社
※ＪＲ東海の主な駅のきっぷうりばでは小田急線内相互発着となるきっぷ
の発売はできません。
（例：小田急新宿駅から本厚木駅までのきっぷ等）
■特
典：
・松田駅～御殿場駅間の車内で、ご乗車のお客さまに「記念乗車証」をプレゼントし
ます。
（お１人様につき１枚、当該区間の車内でのみ配布）

▲記念乗車証イメージ（裏）

▲記念乗車証イメージ（表）

■車内イベント
・御殿場市長による観光案内（車内アナウンスにて実施）
・小田急電鉄とＪＲ東海乗務員によるフォトセッション（４号車ブルーコーナー）
※子供用の制服・制帽の貸出を実施し、記念撮影を楽しめます。
小田急新宿→

←ＪＲ御殿場

■ＪＲ御殿場駅（コンコース）でのイベント（臨時特急到着時）
・ウェルカムドリンク（お茶）の提供。
・御殿場市マスコットキャラクターの「ごてんばこめこ」、「御殿場みくりやそば」あ
なたのそばで振舞隊マスコットキャラクターの「ミクリン」、ＪＲ東海さわやかウォー
キングマスコットキャラクターの「さわちゃん・ぽぽちゃん」によるお出迎え。

▲ごてんばこめこ

▲ミクリン

▲さわちゃん、ぽぽちゃん

※天候、当日の状況などによりイベント内容の変更や中止となる場合がございます。

■その他
・荒天の場合等は、列車の運行を中止する場合があります。
・臨時特急「富士山トレインごてんば」号が運転できない場合は、乗車券と指定席
特急券を全額無手数料で払い戻します。
■お客さまの問い合わせ先
・ＪＲ東海テレフォンセンター
電話:050-3772-3910（サービス番号２）
６：００～２４：００／年中無休
・小田急お客さまセンター
電話: 03-3481-0066（ガイダンス４番）
９：００～１９：００

