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ポスター 

２０２２年８月２４日 

近畿日本鉄道株式会社 

公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構 

伊勢市 

鳥羽市 

志摩市 

    ― 第8 回 近鉄エリアキャンペーン ― 

「MEET SMILE！伊勢志摩」を実施します！ 

～ 近鉄と沿線自治体が伊勢志摩エリアを盛り上げます ～ 

 

近鉄では、２０２２年９月１日（木）から２０２３年３月３１日（金）まで、８回目となる近鉄エリアキャ

ンペーンを実施し、「MEET SMILE！伊勢志摩」と題して伊勢志摩エリアの魅力を発信します。 

 

 近鉄エリアキャンペーンは、沿線の自治体と連携し、特定地域を集中的に PR することにより活性化を図

る観光プロモーションキャンペーンです。３年ぶりの実施となる本キャンペーンでは、皆さまに、豊かな自然

や食のある伊勢志摩で笑顔になっていただきたいという思いをこめて、「笑顔」をテーマに、実施します。 

 

近鉄ではオープニングイベントの開催やフォトコンテストの実施等、伊勢志摩エリアを盛り上げるイベン

トを開催します。また、近鉄、伊勢志摩観光コンベンション機構、伊勢市、鳥羽市および志摩市が、伊勢志摩

エリアのイベントや伊勢志摩の魅力を発信し、地域が一体となってキャンペーンを盛り上げます。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロゴマーク 
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志摩スペイン村ラッピングトレイン（イメージ） 

 

 

 

■第8回近鉄エリアキャンペーン「MEET SMILE！伊勢志摩」の概要 

Ⅰ．実施期間 ２０２２年９月１日（木）から２０２３年３月３１日（金）まで 

 

Ⅱ．主  催 近畿日本鉄道株式会社 

 

Ⅲ．連携団体 公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構、伊勢市、鳥羽市、志摩市 

 

Ⅳ．特設サイト https://www.kintetsu.co.jp/senden/meetsmile_iseshima/ 

         ２０２２年８月２４日（水）１４時００分 公開 

※各トピックスの詳細については、２０２２年９月１日（木）１0時００分から公開予定です。 

 

Ⅴ．キャンペーン内容《近畿日本鉄道》 

  １．オープニングイベント「MEET！伊勢志摩」 

（１）実施日時 ２０２２年９月１０日（土）１１時００分から１５時００分まで 

（２）実施場所 大阪上本町駅ホームおよびコンコース 

（３）実施内容 ・大阪上本町駅９番ホーム停車中の志摩スペイン村ラッピングトレイン（※）車内にて、 

伊勢志摩を中心とした三重県の特産品を販売します。 

          ・大阪上本町駅コンコース（地上改札外）にて、志摩スペイン村のキャラクター「ダル」と 

「チョッキ―」がお客さまをお出迎えします。 

また、ご当地キャラクターの「はなてらすちゃん」（伊勢市）、「トパティ」（鳥羽市）、 

「しまこさん」（志摩市）、「たいみー」（南伊勢町）が観光PR を行います。併せて、伊勢志 

摩観光PR ブースも設置し、伊勢志摩の魅力を発信します。 

※キャラクターは、時間を区切って登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※志摩スペイン村ラッピングトレインの概要  

    ・運 行 期 間 ２０２２年８月３１日（水）から（当面の間） 

        ・主な運行区間 近鉄奈良駅 ～ 神戸三宮駅 

      ・デ ザ イ ン 志摩スペイン村の人気キャラクターたちや、異国情緒あふれる園内の風景を、 

表現しました。 

 

別 紙 

https://www.kintetsu.co.jp/senden/meetsmile_iseshima/
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投稿写真イメージ 志摩観光ホテル ザ ベイスイート 

ルベイスイート 

チケットレス特急券イメージ 
近鉄特急（伊勢志摩ライナー） 

２．フォトコンテスト「MEET SMILE！伊勢志摩フォトコンテスト」の開催 

（１） 実施期間  第１回 ２０２２年９月１日（木）から１１月３０日（水）まで 

            第２回 ２０２２年１２月1日（木）から２０２３年２月２８日（火）まで 

（２） 実施内容 伊勢志摩で撮影した旅の笑顔やお気に入りスポット、グルメ等、伊勢志摩での思い出を 

「＃meetsmile伊勢志摩」をつけて、Instagramに投稿していただくことで、 

選考のうえ「志摩観光ホテル ザ ベイスイート ペア宿泊券」などをプレゼントします。 

  

 

 

 

 

 

 

   

３．近鉄特急チケットレスサービスの割引「伊勢志摩チケレス割【特別版】」 

（１） 割引対象 ２０２２年１０月１日（土）～１２月１８日（日）の期間に乗車となる特急券 

 （２） 対象区間 発駅または着駅に、伊勢市・宇治山田・五十鈴川・鳥羽・志摩磯部・鵜方・賢島のいずれかを 

含む おとな１，３４０円、１，６４０円、１，９３０円の区間 

 （３）割引条件と割引額 

           乗車前日までの購入で おとな３００円引き（こども１５０円引き） 

           ※ 「しまかぜ」「ひのとり」を利用する場合は割引が適用されません。 

 （４）列車変更 インターネット上で３回まで可能です。 

         （乗車前日までに購入した割引特急券を当日に変更する場合は割引が適用されません。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他の期間限定の旅行商品など 

 

 イベント 日程 内容 

（１） 観光列車つどい「海女さん列車」 

 

 

[イベント列車] 

22/8/27、

9/17、18、 

19、23、

24、25 

観光列車「つどい」に、現役の海女さんが乗車し、

海女の仕事の語らいや資料展示等、海女文化を体

験できるイベント列車です。あおさ汁のふるまい

等、イベントも盛りだくさんです。 
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 イベント 日程 内容 

（２） 志摩の食と鉄道の旅 

「志摩観光ホテル ザ クラシッ

ク」至高のランチプラン 

 

[旅行商品] 

22/10/1 

～ 

23/3/５ 

往復しまかぜ利用料金と昼食代がセットになった

プラン。伊勢志摩ならではの海の幸をご堪能いだ

だける伊勢志摩ツアーです。 

(志摩市特別支援対象商品)※志摩市特別支援終了後

も、通常価格で、23/3/31出発分まで販売します。 

（３） 志摩の食と鉄道の旅 

近鉄電車で志摩グルメを食べに

行こう！ 

さとうみ庵コース 

[旅行商品] 

22/10/1 

～ 

23/3/５ 

海女小屋体験施設「さとうみ庵」でのお食事代と往

復近鉄運賃等がセットとなったプラン。海女小屋

体験ができる伊勢志摩ならではのツアーです。 

(志摩市特別支援対象商品) 

（４） ファミリーspecial鳥羽・志摩 

鳥羽水族館コース 

[旅行商品] 

22/８/24 

～ 

23/3/31 

往復近鉄運賃と鳥羽水族館の入館料がセットにな

ったプラン。鳥羽水族館を満喫いただけるツアー

です。 

（５） 伊勢志摩グルメプラン 

志摩最大の和風旅館「賢島宝生

苑」 

「宝生御膳」と「しま御膳」 

 

[旅行商品] 

22/10/1 

～ 

23/3/31 

往復近鉄運賃と賢島宝生苑での昼食及び入浴料が

セットになったプラン。選べる昼食と英虞湾を望

む露天風呂を楽しんでいただけるツアーです。 

（６） 伊勢神宮おかげ参りの旅 

伊勢神宮参拝とおかげ横丁・おは

らい町グルっと満喫 

 

[旅行商品] 

22/10/1 

～ 

23/3/31 

往復近鉄運賃等とグルっと満喫クーポンがセット

になったプラン。伊勢神宮参拝とおかげ横丁グル

メをお楽しみいただけます。 

 ※各旅行商品の詳細については、次の近鉄ホームページからご覧いただけます。 

・「おすすめのツアー」 https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/  ＜掲載商品（2）（3）（4）＞ 

・「近鉄電車の旅 ２０２２春夏」 https://www.kintetsu.co.jp/kss/travel/travel.html 

＜掲載商品（５）（６）＞ 

 

（参考）キャンペーン期間に併せて、９月１７日（土）から１１月３０日（水）までの土日・祝日に、大阪難波駅 

から宇治山田駅までの臨時特急を運行します。 

 

 

Ⅵ．キャンペーン期間中に対象エリアで開催されるイベント 

  

<<広域エリア>> 

 イベント 日程 内容 

（１） 伊勢志摩ジャンボ 

主催：伊勢志摩観光コンベンショ 

ン機構 

22/９/1 

～ 

22/10/31 

伊勢市・鳥羽市・志摩市・南伊勢町の対象宿泊施

設へ泊まったお客さまに、スクラッチカードを配

付。 

スクラッチカードを削ると最高２万円分の買い物

クーポンが当たります。 

https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/
https://www.kintetsu.co.jp/kss/travel/travel.html
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 イベント 日程 内容 

（２） 「好きなだけ伊勢志摩」プレゼン

トキャンペーン 

主催：伊勢志摩観光コンベンショ 

ン機構 

22/11/1～

23/1/15 

伊勢志摩の対象施設にて、指定の金額以上のお買

い物、ご利用をされたお客さまが対象のプレゼン

トキャンペーン。 

 

 

《伊勢市内》 

 イベント 日程 内容 

（１） 第28回来る福招き猫まつり 

主催：来る福招き猫まつり実行委

員会 

会場：おかげ横丁一帯 

22/９/17 

～ 

22/9/29 

日本中の招き猫が大集合。期間中は、招き猫現代

作家展や絵付け教室等、招き猫にちなんださまざ

まな催しを開催します。 

（２） 秋の伊勢楽市 

主催：伊勢楽市実行委員会 

会場：外宮バス停前広場周辺 

22/11/5、

6 

1500年の歴史を持つ「食と産業の神様」の伊勢

神宮外宮の参道で、年２回開催される伊勢楽市。

伊勢地方の地場産品にこだわり、６０店近いお店

でにぎわいます。 

 

 

《鳥羽市内》 

 イベント 日程 内容 

（１） オクトバ！10月8日は鳥羽の

日・10月は鳥羽の月キャンペー

ン 

主催：鳥羽の日・鳥羽の月実行

委員会（事務局：鳥羽商工会議

所） 

会場：市内各所 

22/10/1 

～ 

22/10/31 

10月は「鳥羽の月！」として、市内で毎日のよ

うにイベントを開催します。週末には花火も打ち

上げます。また、キャンペーン期間中は豪華景品

が当たるフォトコンテストを実施します。 

特に、10/8（トバ）を「鳥羽の日」というスペ

シャルデーとし、市内のお店や施設が、それぞれ

「108」にちなんだお得な商品やサービスを一斉

に提供しています。 

（２） 絶叫棺桶 鳥羽オリジナルバー

ジョン 

主催：鳥羽市観光協会 

会場：鳥羽駅周辺 

22/10/1、

2、8、9、

10、15、

16、22、

23、29、

30（10月土

日祝） 

株式会社怖がらせ隊がプロデュースする「絶叫棺

桶」が三重県に初上陸します。 

会場内に設置された棺桶に入り、視覚・触覚・聴

覚など身体中の感覚を支配する恐怖体験をお届け

します。 

（３） 第21回鳥羽クラフト展 

主催：鳥羽クラフト展実行委員

会（事務局：鳥羽市観光協会） 

会場：鳥羽市民の森公園 

22/10/8、

9 

全国から腕自慢のクラフトマンが集まり、工芸作

品の展示即売会を行います。陶芸や木工作品、ビ

ーズや樹脂を使ったアクセサリー、革製品や洋服

など、魅力的な作品が多数出品されます。 
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《志摩市内》 

 イベント 日程 内容 

（１） 第６０回伊勢えび祭 

主催：浜島町伊勢えび祭保存会 

会場：志摩市浜島海浜公園 

22/10/15 「伊勢えび祭」とは、伊勢えびを代表とする海の

幸への感謝、豊漁および海の安全を願う、伊勢志

摩を代表する祭りで、３年ぶりに開催します。伊

勢囃子の音色に合わせて踊る「じゃこっぺ踊り」

「伊勢えび神輿」「花火」「名残囃子」など、音

楽・踊り・光が織りなす祭りです。 

（２） 第９回伊勢志摩サイクリングフ

ェスティバル 

主催：伊勢志摩サイクリングフ

ェスティバル実行委員会 

会場：志摩市内 

22/12/4 志摩市内の景色とグルメを満喫しながら走るサイ

クリングイベントです。ロングコース、スタンダ

ードコース、ファミリーコースの３コースあり、

ビギナーから上級者まで楽しめます。ご自身の愛

車で走っていただけるよう、サイクルトレインも

運行予定です。 

 

 

 

以 上 


