
平成２６年８月２６日 

 

～感動、多彩。こころを満たす秋旅へ～ 

「第３回 近鉄エリアキャンペーン 室生・赤目・伊賀上野」を実施！ 
～９月１３日（土）から１２月１４日（日）まで多彩なイベントを実施～ 

 
近鉄では、鉄道事業の主要施策として「沿線観光資源の面的な掘り起こし」「地元と連携した観光強化」

に取り組んでいます。この取組の一環として、年１回、数カ月にわたって沿線の特定の地域を集中的に PR

する観光プロモーションキャンペーンを展開しており、第１回目は飛鳥・吉野地区、昨年の第２回は式年

遷宮が執り行われました伊勢志摩で実施しました。 

今年は「室生寺」、「赤目四十八滝」、「曽爾高原」や伊賀流忍術発祥の地「伊賀上野」など、自然や

歴史文化の魅力あふれる三重県西部・奈良県東部の６市村（名張市、伊賀市、津市、宇陀市、曽爾村、御

杖村）を舞台に、「第３回 近鉄エリアキャンペーン 室生・赤目・伊賀上野」を９月１３日（土）から

１２月１４日（日）まで実施いたします。期間中、各自治体や当社グループ会社との連携により、様々な

イベントを開催します。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キャンペーンの主な内容 

１．オリジナルバッジプレゼントスタンプラリーの開催 

    キャンペーンエリア内の対象駅、対象施設、対象店舗のスタンプを所定個数集められたお

客様に、大阪線で活躍する特急車両や伊賀鉄道の忍者列車などのオリジナルバッジをプレ

ゼント 

２．２２５０系塗装色車両の運行 

    昭和２８年、大阪線で初の特急車両として新造した２２５０系の外観塗装列車を運行 

    大阪上本町駅で出発式実施（平成２６年９月１３日（土）） 

３．秘宝秘仏特別公開 

    室生寺、長谷寺、見徳寺、安産寺において秘宝秘仏の特別公開 

 ４．地元自治体によるイベント 

初開催の「伊賀ぶらり体験博覧会『いがぶら』」、「うだ産フェスタ 2014」など多数企画

５．室生・赤目・伊賀上野マルシェの実施（平成２６年９月２７日（土）） 

    大阪上本町駅に車両を留置し、室生・赤目・伊賀上野の各地域の特産品などを列車内で展

示販売 

６．各種ハイキングの実施 

    室生・赤目・伊賀上野エリアを巡るハイキングを実施 

７．お得なきっぷ、旅行商品の発売 

   近鉄エリアキャンペーンを便利に周遊いただけるお得なきっぷおよび旅行商品を発売 
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別 紙 
１．名称 

  「第３回 近鉄エリアキャンペーン 室生・赤目・伊賀上野」  

 

 

 

 

 

 

     第３回 近鉄エリアキャンペーン 室生・赤目・伊賀上野ロゴマーク 

 

２．実施期間 

平成２６年９月１３日（土）～平成２６年１２月１４日（日） 

 

３．開催エリア 

名張市、伊賀市、津市、宇陀市、曽爾村、御杖村 

 

４．主催 

「近鉄エリアキャンペーン推進協議会」 

構成団体：名張市、伊賀市、津市、宇陀市、曽爾村、御杖村（東大和西三重観光連盟６市村）、  

        三重県、奈良県、名張市観光協会、伊賀上野観光協会、津市観光協会、宇陀市観光協会、 

        曽爾村観光協会、御杖村観光協会、奈良県ビジターズビューロー、三重県観光連盟 

        近畿日本鉄道（事務局）、三重交通、奈良交通、伊賀鉄道、近畿日本ツーリスト、 

クラブツーリズム、近鉄リテールサービス、近鉄旅館システムズ、 

近鉄タクシーグループ、近畿ニッポンレンタカー 
      

５．キャンペーンの主な内容 

（１）オリジナルバッジプレゼントスタンプラリー 

①実施期間：平成２６年９月１３日（土）～１２月１４日（日） 

②参加方法 

ａ．スタンプラリー対象駅およびバッジ引換場所でスタンプシートを入手します。 

（対象駅）榛原駅、名張駅、伊賀神戸駅、伊賀鉄道上野市駅 

（バッジ引換場所）宇陀市観光案内所うだ観処、名張市観光協会名張駅前案内所、 

伊賀上野観光協会 

ｂ．キャンペーンエリア内の対象施設・店舗のスタンプ３個と対象駅に設置しているスタンプ１

個（計４個）を集めて、バッジ引換場所にスタンプシートを持参していただくと、４種類の

中からオリジナルバッジ１種（各種先着６，０００個）をお渡しします。 

※スタンプラリーの詳細は、別添資料をご覧ください。 

ｃ．スタンプラリーシート１枚につき、異なる対象駅スタンプ４個および対象施設・店舗スタン

プ１２個の計１６個スタンプを集めると、観光特急「しまかぜ」オリジナルバッジ（先着３，

０００個）をプレゼントします。 
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【オリジナルバッジイメージ】（各種類 先着６，０００個） 

   

   ３０００0 系ビスタＥＸ     ２１０２０系アーバンライナーnext   ２３０００系伊勢志摩ライナー   ２００系忍者列車（青） 

 

【観光特急「しまかぜ」バッジ】            【スタンプラリーシート】 

（先着３，０００個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）2250系塗装色車両の運行 

昭和２８年、大阪線で初の特急車両として新造した２２５０系をイメージした外観塗装に、車

内では室生・赤目・伊賀上野エリアにちなんだ美しい風景や名産品などのポスターを掲出する

近鉄エリアキャンペーン記念列車を運行します。 

 

①出発式 

日時：平成２６年９月１３日（土） １１時００分 

場所：大阪上本町駅９番ホーム 

 

②募集型企画旅行の実施 

 名 称：近鉄エリアキャンペーン記念列車有料試乗会・撮影ツアー 

   内 容：出発式の後、当該列車に乗車し、青山町車庫で撮影会を実施します。 

   実 施 日：平成２６年９月１３日（土） 

   募集人員：１２０名（最少催行８０名） 

       ※募集については、８月１４日（木）から実施しております。 
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行  程：出発式（１１：００）==大阪上本町駅（１１：１３発）++【近鉄エリアキャンペーン記念

列車】++青山町駅++≪青山町車庫：２２５０系塗装色車両（近鉄エリアキャンペ

ーン記念列車）の撮影会〔※昼食は各自手配〕++青山町駅++大阪上本町駅（１７：

５１着） 

旅行代金：大人6，０００円 小児４，0００円 

※大阪上本町駅からの発売額、他駅からの設定はございません。 

＜旅行代金に含まれるもの＞ 

大阪上本町駅から青山町駅までの往復運賃、お弁当代、イベント代、諸税など 

お申込み：近鉄駅営業所 

 

      ③その他 ９月１４日以降はイベント列車として使用するほか、大阪線などで定期列車として運 

行します。 

           

  （３）秘宝秘仏特別公開 

   ①室生寺 

    ａ．「金堂諸仏 国宝 釈迦如来・十一面観音 特別拝観」 

       期間：１１月１日（土）～１２月１４日（日）  

時間：9：00～15：00 

       金堂（国宝）の堂内には中尊・釈迦如来立像（国宝）を中    

心に、十一面観音菩薩立像（国宝）、地蔵菩薩立像、薬師 

如来立像、そして十二神像（いずれも重文）が並んでいま 

す。 

        ※通常は金堂外側からの参拝となりますが、特別拝観の 

     期間には堂内で間近にお参りすることができます。 

 

ｂ．「秋期特別秘宝展 及び 奥の院 御影堂特別開帳」 

期間：１０月１３日（月・祝）～２１日（火）  

時間：10：00～15：00 

毎月２１日にしか開帳していない「奥の院 御影堂」を 

期間中特別開帳し、寺宝の一部を特別に拝観できます。 

      

    ｃ．「国宝五重塔と紅葉ライトアップ」 

       期間：１１月１５日（土）～３０日（日） 

       時間：17：00～20：00（入山は19：30まで） 

       太鼓橋から国宝の五重塔まで、境内各所が１２０基のＬＥＤでライトアップされ、幻想的

な雰囲気をかもし出します。 

    

②長谷寺 

      「本尊大観音尊像特別拝観」 

       期間：１０月１９日（日）～１２月７日（日） 

時間：9：３０～16：00 

       舞台造の本堂（国宝）に本尊十一面観世音菩薩立像（重 

文）が安置されています。観音像は高さ約１０ｍで木造の 

十一面観音立像としては国内最大級です。普段は本堂前か 

ら上半身しか拝めませんが、特別拝観では、本堂に入って 

観音様の全身を拝むことができます。 
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③見徳寺（けんとくじ：伊賀市中友生） 

 秘仏「木造薬師如来坐像」 

       日時：９月２３日（火・祝） 15：00～17：00 

          ９月２４日（水）   10：00～17：00 

          ９月２５日（木）   10：00～12：00 

       もともと客仏として安置されていた秘仏木造薬師如来坐像（県文化財）は、飛鳥時代に造

られた三重県内最古の仏像です。通常は奈良国立博物館に保管されていますが、毎年、秋

の彼岸中日の法要のため里帰りします。例年一般公開されないこの秘仏が、今年は特別に

公開されます。 

 

    ④安産寺（あんざんじ：宇陀市室生三本松） 

       「子安地蔵菩薩」特別公開 

       普段は事前申込みが必要な平安初期の榧（かや）の一本作りの子安地蔵菩薩（重文）が特

別公開されます。 

期間：１０月９日（木）～１０月３１日（金） 

時間：10：00～16：00 

 

（４）市村のイベント 

    ①宇陀市 

     ａ．うだ産フェスタ2014〈初開催〉 

       日時：１０月２５日（土）・２６日（日） 10：00～16：00 

       場所：宇陀市総合体育館 

       内容：宇陀市のじまんの品が勢ぞろい。農業祭やご当地グルメなど宇陀市をまるごと楽し

めます。 

     ｂ．榛原あいさこいさ祭り 秋の伊勢街道 あかり祭り 

       日時：１１月２日（日） 17：00～21：00 

       場所：榛原駅前の商店街から墨坂神社周辺一体 

       内容：延べ９．４ｋｍの通りにロウソク４，７００基が灯され、伊勢街道沿いの町並みを

ライトアップ。ブラスバンドのパレードや和太鼓演奏もあります。 

     ｃ．宇陀市記紀・万葉ウォーク～かぎろひへの道～ 

       日時：１１月９日（日） 9：30～ 

 場所：宇陀市役所集合 

       内容：古代に「猟路池」と呼ばれた場所から、柿本人麻呂がかぎろひを詠んだ「阿騎野」

へ各地の万葉歌碑を訪ねながら歩きます。 

    ｄ．第３３回毛皮革フェアⅠN UTANO 

       日時：１１月２２日（土）～２４日（月・休） 10：00～17：00 

       場所：宇陀市菟田野産業振興センター 

       内容：原皮のなめし加工、縫製、販売までの一貫したシステムをもつ全国唯一の毛皮革産

地である菟田野で開催。 

 

②曽爾村 

ａ．食と農のフェスティバル 

       日時：９月２０日（土） 10：00～15：00 

       場所：曽爾高原ファームガーデン 

       内容：採れたて野菜の販売会やそれらで作った料理を屋台などで楽しめます。「ごくまき」

と言われるお餅をふるまうイベントも実施 
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ｂ．曽爾の獅子舞 

       日時：１０月１２日（日） 8：00～12：00 

       場所：門僕神社（かどふさじんじゃ） 

       内容：村の安泰と五穀豊穣を願い奉納。３００年近い歴史がある伝統芸能で県無形民俗文

化財に指定されています。 

 

③御杖村 

伊勢本街道観光マラソン in みつえ〈初開催〉 

（事前申込制 往復はがきで応募 定員各コース１００人まで計２００人） 

       日時：９月２３日（火・祝） 9：00集合  

       場所：道の駅「伊勢本街道 御杖」 

       内容：タイムを計測しないフリーラン・ファンラン形式の大会です。参加者には「姫石の

湯」の入浴券をプレゼント。 

 

④名張市 

ａ．第５回忍者修行選手権大会（事前申込制） 

       日時：１０月５日（日） 9：00～10：00集合 

場所：赤目滝バス停隣「エコツアーデスク」 

       内容：赤目四十八滝入口の忍者修行の森で、いかに忍者修行を上手にこなせるかを競う、

年に一度の忍者修行検定日です。 

     ｂ．第９回隠（なばり）街道市 

       日時：１０月１１日（土）・１２日（日） 

       場所：名張市街地 

       内容：県内物産展、隠街道市手作市、フリーマーケットなどで名張の街中が盛り上がりま

す。 

     ｃ．とれたて！なばり 

       日時：１１月８日（土）・９日（日） 9：30～15：30 

       場所：名張市役所市民広場 

       内容：地元のとれたて野菜や特産物、模擬店などが市民広場いっぱいに並ぶ秋の収穫祭。

そのほか多彩なイベントが催されます。 

 

    ⑤伊賀市 

     ａ．伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」（事前申込制）〈初開催〉 

       日時：１０月１日（水）～１１月３０日（日） 

       内容：様々な業種のお店・事業所などが独自の体験メニューでおもてなし。６つのテーマ

に分かれた約１００件の体験メニューを選べます。 

※実施場所、時間、定員、料金は体験メニューごとに異なります。 

     ｂ．芭蕉祭 

       日時：１０月１２日（日） 9：25～11：30 

       場所：俳聖殿前 

       内容：献詠俳句などの表彰、市民バンドの演奏など。２０１４年は芭蕉翁の生誕３７０年

にあたり、市内では記念事業を開催中です。 

     ｃ．上野天神祭 

       日時：１０月２３日（木）・２４日（金） 10：00～22：00、 

１０月２５日（土） 9：00～21：00 

       場所：上野天神宮および周辺 

       内容：４００年の伝統を持つ伊賀最大の祭です。国の重要無形民俗文化財である鬼行列と

だんじり巡行は、まるで絵巻物のように華やかです。 
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    ⑥津市 

      道の駅美杉サンクスフェスタ 

       日時：９月２７日（土） 10：00～14：00 

       場所：道の駅美杉 

       内容：美杉地域振興・活性化を目的に、日頃からの感謝の気持ちを込めて開催する物産展

中心のイベントです。 

    

    ※これらの他にも、多数の地元イベントを予定しております。詳細はキャンペーンパンフレット 

でご確認いただけます。 

 

（５）室生・赤目・伊賀上野マルシェ 

     電車の中が小さな市場に早変わり。大阪上本町駅に電車を留め置き、室生・赤目・伊賀上野の各

地域の特産品などを列車内で展示販売します。 

      日時：９月２７日（土） 10：30～15：00 

      場所：大阪上本町駅地上ホーム 

 

（６）ハイキング 

    室生・赤目・伊賀上野エリアをめぐる様々なハイキングを実施します。 

① ＭＢＳラジオ ウォークラリー宇陀（参加自由） 

   実 施 日：１０月２５日（土） 

   集 合：宇陀市役所前 

   集合時間：９：００～１０：００ 

コ ー ス：宇陀市役所・・八咫烏神社・・墨坂神社・・あぶらや・・宇陀市総合体育館（う

だ産フェスタ 2014 開催）＝（無料シャトルバス）＝榛原駅約 １０ｋｍ 

宇陀市役所前を出発して、宇陀の古事記ゆかりの地を散策。ゴールの宇陀市総合

体育館では、MBS（毎日放送）ラジオのパーソナリティがステージイベントを開

催するほか、宇陀市による「うだ産フェスタ２０１４」も開催され宇陀市の特産

品などが勢ぞろいし宇陀市をまるごと楽しんでいただけます。 

※コースは変更することがあります。 

 

② ＫＩＰＳポイントがたまるハイキングを実施 

お手持ちのＫＩＰＳカードを持って次のハイキングに参加すると、もれなく５０ポイントプレ

ゼントします。 

     ・赤目に眠る歴史散策と赤目四十八滝へ（参加自由） 

       実 施 日：９月１８日（木）    

集合時間：9：30～11：00 

集合場所：赤目口駅 

     ・初秋の初瀬街道・二本木宿から雲出川沿いに歩く（参加自由） 

       実 施 日：９月２３日（火・祝） 

集合時間：9：３０～11：00    

集合場所：榊原温泉口駅 

     ・比自岐神社と比自岐コスモスまつりへ（参加自由） 

       実 施 日：１０月１２日（日） 

集合時間：９：３０～１１：００ 

集合場所：伊賀神戸駅 

     ・平安時代からの伝統「菟田野みくまり祭を訪ねて」（参加自由） 

       実 施 日：１０月１９日（日） 

集合時間：９：３０～１１：００ 

集合場所：榛原駅南出口 

  ７ 



 

・晩秋の屏風岩公苑から済浄坊渓谷散策（参加自由） 

       実 施 日：１０月２８日（火） 

集合時間：８：４０～９：１０ 

集合場所：榛原駅南出口    

・初瀬街道・垣内宿から猪の倉温泉へ（参加自由） 

       実 施 日：１１月９日（日） 

集合時間：9：３０～11：00 

集合場所：東青山駅 

     ・晩秋の室生古道と長寿の大木を訪ねて（参加自由） 

       実 施 日：１１月２９日（土） 

       集合時間：９：３０～１１：００ 

集合場所：榛原駅南出口 

 

 

③ 歴史街道ハイキング 

     ・バス＆ハイク 

「歩いてたどる歴史街道の旅②伊勢本街道を歩く～美杉・奥津宿と御杖・岩坂峠」 

（事前申込制） 

       実 施 日：１０月２５日（土） 

集合時間：１0：00 

集合場所：榛原駅北出口 

     ・歴史ウォーク「歩いてたどる歴史街道の旅③初瀬街道を歩く～榛原から長谷寺へ」 

      （事前申込制） 

       実 施 日：１１月１５日（土） 

集合時間：10：00  

集合場所：墨坂神社（榛原駅から徒歩約６分） 

      

 （７）お得なきっぷの発売 

    本エリアキャンペーンを便利に周遊いただけるお得なきっぷを９月１日（月）から発売いたしま

す。 

また、「赤目四十八滝 渓谷の自然探勝きっぷ」を現在発売しているほか、「曽爾高原すすき散

策きっぷ」を１０月１日（水）から発売する予定です。 

 

①「秋の室生寺・長谷寺参拝きっぷ」 

     発駅からフリー区間（長谷寺～室生口大野）までの往復乗車券とフリー区間乗車券に奈良交通

バス乗車券２枚と室生寺参拝記念品引換券をセット。日帰りで室生寺、長谷寺へ参拝するのに

便利なきっぷです。室生寺・長谷寺の入山・拝観料金割引や周辺施設においてお土産等の 

割引特典もついています。 

     発 売 期 間：平成２６年９月１日（月）～１２月１４日（日） 

     ご利用期間：平成２６年９月１３日（土）～１２月１４日（日） 

           ご利用期間のうち乗車当日限り有効 

     発 売 箇 所：近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 

     〈主な駅からの発売額〉 

発駅    

      

発売額 

おとな こども 

大阪難波 １，９７０円   ９９０円 

京都 ２，３７０円 １，１９０円 

近鉄名古屋 ３，８３０円 １，９２０円 

    

  ８ 



 

②「伊賀流忍者の里 伊賀上野散策きっぷ」 

 発駅からフリー区間（名張～伊賀神戸）までの往復乗車券とフリー区間乗車券に伊賀鉄道フリ

ー乗車券と名張駅前から上野市駅の三重交通往復乗車券、伊賀鉄道電車オリジナルバッジの引

換券をセット。名張～伊賀上野間の散策を楽しめるお得なきっぷです。 

     発 売 期 間：平成２６年９月１日（月）～１２月１４日（日） 

     ご利用期間：平成２６年９月１３日（土）～１２月１５日（月） 

ご利用期間のうち乗車開始日から連続２日間有効 

     発 売 箇 所：近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 

〈主な駅からの発売額〉 

発駅    

      

発売額 

おとな こども 

大阪難波 ２，２９０円 １，１５０円 

京都 ２，７７０円 １，３９０円 

近鉄名古屋 ３，３７０円 １，６９０円 

 

（８）旅行商品の発売 

   伊賀牛または松茸の昼食と入浴をセットしたツアー、忍者体験や女性限定の美容講習とコスメ体

験などを楽しむ体験型ツアー等、キャンペーンエリアを舞台とした各種旅行商品を近鉄主要駅の

駅営業所で発売します。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 

 

（９）伊賀鉄道のイベント 

    ①イベント列車 

     利き酒とれいん（近鉄線の駅からの旅行商品です。） 

      地元の大田酒造にご協力いただき、行きの車内で伊賀の銘酒「半蔵」の利き酒を楽しんで上 

野市駅へ。市内散策後帰りの車内で再び利き酒をしながら、ほろ酔い気分でのんびりとロー 

カル線の旅を楽しめます。 

日時：９月１４日（日） 

（往路）近鉄発駅++伊賀神戸駅（12：54発）++（臨時列車）++上野市駅（13：23着）→市内散策 

（復路）上野市駅（14：17発）++（臨時列車）++伊賀神戸駅（14：51着）++近鉄着駅 

※募集については、８月１４日（木）から実施しております。 

 

    ②ハイキング 

     俳聖殿から芭蕉の森公園へ行って見よう（参加自由） 

      日時：１１月１６日（日） 10：00～11：10 上野市駅集合 

      芭蕉ゆかりの俳聖殿・芭蕉の森公園・蓑虫庵をコースに取り入れました。展望台から上野城 

を遠望できる芭蕉の森公園には、芭蕉の俳句が刻まれた記念碑が１０箇所に建てられ、記念

碑を探す楽しみも。           

  

以 上 
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