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キャンペーンイチオシ企画（詳細な情報は､イベントガイドブックや山口ＤＣ公式サイトをご参照ください）

（１）世界レベルの絶景を巡る！「やまぐち」絶景満喫の旅
アメリカのニュース専門局ＣＮＮの「日本の最も美しい場所 31 選」に選ば
もとのすみいなり

れるなど、
海外メディアも注目し国内外の観光客に人気急上昇中の
「元乃隅稲成
つのしま

神社」や「角島大橋」
。やまぐち自慢の世界レベルの絶景を手軽にお楽しみい
ただけるよう、便利な二次アクセスを整備しました。
○やまぐち絶景満喫バス
「元乃隅稲成神社」や「角島大橋」を巡り、新山口駅で新幹線との接続も良
い、やまぐちの絶景を手軽に満喫できる観光バスです。

元乃隅稲成神社

運行期間：平成 29 年９月２日（土）～12 月 24 日（日）までの土休日に運行（10 月７日（土）を除く）
行

程：湯田温泉（9:30 発）～新山口駅（10:05 発）～道の駅 北浦街道 豊北～角島大橋・角島灯台～
元乃隅稲成神社～長門市駅～長門湯本温泉～新山口駅（18:10 頃着）～湯田温泉（18:40 頃着）

○下関定期観光バス
下関駅及び新下関駅から人気の「角島」までを約半日で結ぶ直行バスです。城下町長府や源平ゆかりの地「赤
間神宮」を巡る午後コースもあります。
運行期間：平成 29 年９月２日（土）から 12 月 23 日（土）までの土曜日
行程（午前コース）
：
下関駅（9:00 発）～新下関駅（9:30 発）～角島大橋・角島灯台
～道の駅 北浦街道 豊北～下関駅（13:25 着）～新下関駅（13:55 着）
○山陰線 観光列車「○○のはなし」
心奪われる美しい海岸美が続く山陰線。美味しい海の幸やお酒など、様々な
「はなし」の旅をお楽しみください。

山陰線 観光列車「○○のはなし」

運 転 日：平成 29 年８月５日（土）から土休日に運転
運転区間：
［往路］新下関駅（9:59 発）～下関駅（10:21 発）～長門市駅（12:22 発）～東萩駅（12:57 着）
［復路］東萩駅（14:13 発）～仙崎駅（15:27 発）～長門市駅（15:33 発）～下関駅（17:39 着）
～新下関駅（17:50 着）

※往路は仙崎駅は経由しません。

（２）歴史的瞬間に立ち会う！ＳＬ「やまぐち」号昭和レトロの旅
昭和 54 年の復活から 38 周年を迎える、山口県観光のシンボル「ＳＬ『やま
ぐち』号」
。山口ＤＣに合わせて、ＳＬ関連の記念イベントを集中的に開催す
るなど、全国のＳＬファンにとって歴史的な瞬間を迎えます。
○ＳＬ「やまぐち」号新製客車での運行開始
山口ＤＣに合わせて、ＳＬ全盛期の客車を復刻した新しいレトロ客車での
運行を平成 29 年 9 月 2 日（土）より開始します。

ＳＬ「やまぐち」号新製客車

【新製客車について】
定員は 245 名、１号車はグリーン車となっていて、座席は回転式のリクライニングシートとなっています
（一部ＢＯＸ席）
。３号車にはＳＬの歴史や仕組みを学べる展示スペース、ＳＬの運転を体験できる「運転シ
ミュレーター」やＳＬの仕組みを楽しく学習できる「投炭ゲーム」のほか、販売カウンターを設置しています。
また、５号車には多目的室及び多機能トイレ（バリアフリー対応）があります。
※乗車券のほかに座席指定券または普通グリーン券が必要です。
※画像はイメージです

○ＳＬ「ありがとうレトロ客車」号の運転
ＳＬ「やまぐち」号新製客車の運行開始により、これまで使用してきたレトロ客車での運行を終了します。
これに伴い、平成 29 年９月２日（土）のＤＣオープニングイベントの取組みとしてＳＬ「ありがとうレト
ロ客車」号を運転します。
※乗車券のほかに座席指定券が必要です。
運転区間：津和野駅（10:32 発）～新山口駅（13:10 着）
座席定員：360 名
そ の 他：篠目駅において、新山口駅から津和野駅に向けて運転するＳＬ「やまぐち」号との行き違い運
転を行います。篠目駅構内は混雑が予想されるためＳＬ「やまぐち」号及びＳＬ「ありがとう
レトロ客車」号にご乗車以外の方は入場を制限させていただきますので、ご了承ください。
○Ｄ51 形蒸気機関車復活運転
日本の機関車の中で最多の 1,115 両が製造され、
「デゴイチ」の愛称で親し
まれた「Ｄ51 形蒸気機関車」が 11 月に開催する「全国ＳＬサミット in やま
ぐち」に併せて復活します。
※詳細は別途お知らせします。
○「全国ＳＬサミット in やまぐち」の開催
全国各地のＳＬ関係自治体等が山口県に集結。Ｄ51 に加え、従来のＣ57、

Ｄ51 形蒸気機関車

Ｃ56 の３車両が勢揃いし、各地の特産品も楽しめるＳＬフェアや、記念式典などを開催します。
実施概要：平成 29 年 11 月 23 日（木・祝） ＳＬフェア（下関総合車両所新山口支所）
24 日（金）

ＳＬサミット記念式典（山口県山口健康福祉センター）

25 日（土）

「デゴイチ」復活運転記念イベント（新山口駅）

26 日（日）

「デゴイチ」復活運転記念イベント（新山口駅）

※詳細は別途お知らせします。
（３）実は日本一！？（※）「やまぐち」美人湯めぐりの旅
一般的に「美人湯」と呼ばれるアルカリ性の軟水系の温泉。肌表面の余分な
皮脂や角質を溶かして（オフして）くれます。山口県は、実はこの「美人湯」
に遭遇できる確率が日本一！？（※） さらに豊かな自然環境に包まれた温泉が
各地に点在し、心のオフ（休暇）にもぴったりと、まさに山口県は「オフ泉県」
。
お肌も心もキレイになる「やまぐち」の温泉を是非お試しください。
※一般旅行者が観光情報に基づき温泉地を選んだ時に中性～アルカリ性で重曹分が高割合の温泉（＝「美人湯」
）に遭遇するであろう確率
（東海大学斉藤雅樹教授が各県の代表温泉地の美人湯度を評価）

○やまぐちの温泉・湯めぐりキャンペーン
「キレイになりたい女子」
をメインターゲットとした湯めぐりキャンペーンです。
温泉地の魅力はもちろん、
絶景・癒しスポットやグルメに関するパンフレットを発行。さらに、
「オフ泉県やまぐち」の魅力をＳＮＳで
拡散いただいた方に抽選でスペシャルプレゼントが当たります。

※画像はイメージです

２ テーマ別特別企画（詳細な情報は､イベントガイドブックや山口ＤＣ公式サイトをご参照ください）
（１）物語ＩＳＨＩＮ（歴史・文化）
○松陰神社宮司による松陰講話
普段上がることのできない松下村塾に上がり、松陰神社宮司による幕末秘話
を特別に聴講することができます。
○岩国藩鉄砲隊 訓練披露
錦帯橋下の河原で岩国藩鉄砲隊による石田流古式砲術訓練を行います。火縄
銃を用いた一斉射撃の轟音は迫力満点です。

松陰神社宮司による松陰講話

○古地図を片手にまちを歩こう
山口県には長州藩の絵図方が制作した優れた古地図が多数保存されています。古地図を持って、往時の街道
や町並み、暮らしぶりを体感できるガイドウォークを県下 28 ヶ所で開催します。
（２）感動ＩＳＨＩＮ（美しい景観（自然・夜景）
）
○やまぐち・おもてなし竹灯楼
全国４位の竹林面積を誇り、良質な竹の産地として知られる山口県。県内各地の宿泊施設や主要イベント会
場にて、県産の竹で製作した竹灯籠を設置。その幽玄かつ幻想的な灯りで旅の疲れを癒します。
○関門海峡ぐるっと夜景バス（仮称）
観光ガイドの案内のもと、関門海峡の 1,000 万ドルの夜景を楽しめるバスを
運行します。
○周南工場夜景特別鑑賞プラン
国内有数のコンビナート工場群から発せられる光や煙突からの炎など、宝石
を散りばめたかのような幻想的な夜景を、クルーズやバス、タクシーと、海と

関門海峡の夜景

陸の両方からお楽しみください。
○白壁の町並みで金魚ちょうちんライトアップ
柳井市の夏の風物詩をＤＣ期間中も特別に実施。昼の景色から一変し、幻想的な町並みに様変わりします。
（３）ぶちうま！ＩＳＨＩＮ（美酒・美食）
○秋の錦帯橋「地酒舟」
錦川に浮かぶ遊覧船で、錦帯橋と紅葉に染まる秋景色を楽しみながら、岩国
５蔵の地酒の飲み比べや郷土料理のお弁当を味わえます。
○幸せを呼ぶ やまぐち福（ふく）キャンペーン

秋の錦帯橋「地酒舟」

山口県を代表する味覚で、地元下関では幸せを呼ぶ「ふく」と呼ばれるフグを気軽にお楽しみいただける企
画。期間中、対象宿泊施設の夕食などで、ふく料理が一品以上味わえます。
○歴史的建造物で味わう特別なグルメプラン
通常、飲食が禁止されている歴史的建造物で、ご当地の食材と旬を盛り込んだ食事を御堪能いただけるＤＣ
特別企画です。
・萩城下町「菊屋家住宅」
・毛利家菩提寺「東光寺」
・防府天満宮大専坊跡

※画像はイメージです

（４）悠々ＩＳＨＩＮ（地方ならではの癒し（温泉・寺社体験・田舎体験）
）
○湯田温泉ワンコインツアー
山口県を代表する宿泊地「湯田温泉」にて、歴史公園である井上公園を起点
に、地域の史跡観賞や昔話を聴きながら、温泉街を散策します。
○名刹・漢陽寺で写経・座禅体験
山口県屈指の名刹・漢陽寺にて、
「昭和の雪舟」と称される重森三玲が作庭し
た庭園を眺めながら、写経・座禅体験を通じ、心身をリフレッシュすることが
できます。

名刹・漢陽寺で写経・座禅体験

（５）体感ＩＳＨＩＮ（自然体験、社会体験）
○ときわ動物園 スペシャルイベント
自然のままの動物を観察できる「生息環境展示」を取り入れたときわ動物園にて、人気のリスザルやワオキ
ツネザルと触れ合う参加体験型イベントや園長による特別ガイド等のスペシャルイベントを実施します。
○秋芳洞闇のロマン探検
一般入洞終了後、洞内の照明を全て消し、ガイドの誘導のもと、懐中電灯一本
で真っ暗闇の鍾乳洞を進む、夜の特別な体験コースです。
○サイクル県やまぐち Project
ＤＣ期間中に県内各地で自転車ロードレースを開催。さらに、新山口駅でのレ
ンタサイクル開始やサイクルトレインの運行など、サイクリスト向け特別なサー

秋芳洞闇のロマン探検

ビスを提供します。
○セメントの道 石灰石鉱山と宇部興産専用道路
産業観光エスコーターのガイドのもと、石灰石からセメントになるまでの過程を巡ります。広大な石灰石採
掘現場、石灰石やクリンカーを運搬するダブルストレーラーは圧巻です。
（６）おもてなしＩＳＨＩＮ（二次アクセス、特典・サービス）
○萩・津和野連絡バス（萩・津和野 世界遺産・日本遺産めぐるバス）
世界遺産・萩と日本遺産・津和野をつなぐバスをラッピング。１日 10 便（５往復）運行し、ＳＬ「やまぐ
ち」号上下線との接続も良く、便利に広域周遊していただくことが可能です。
○スーパーはぎ号
新山口駅と萩・明倫センターを約 60 分でつなぐ直行バスです。１日８便（４往復）運行します。
○お誂え
山口県伝統の工芸品のお誂え。お客様のご要望や思いをお聞きしながら、世界に一つだけの特別な品を製作
します。忘れられない山口の旅の思い出に是非お求めください。
・Ouchi 夫婦（夫婦で一対となった漆の人形） ・大内塗
・萩焼 ・萩ガラス ・印染、気まぐれショルダーバック
・柳井縞 ・帆布かばん

Ouchi 夫婦

※画像はイメージです

３ 山口ＤＣ特別企画・イベント
（１）山口ＤＣオープニングイベント
新山口駅において、山口ＤＣオープニングイベントを開催します。地元市町が集結して、地域の特別な産品
や観光情報のＰＲコーナーなどをご用意。また、ＤＣオープニングイベントの目玉として、ＳＬ「やまぐち」
号の新製客車の運行開始や、11 月の復活運転に先駆けて「デゴイチ」の特別展示を実施します。
開催日：平成 29 年９月２日（土）
時 間：10:00～18:00（予定）
会 場：ＪＲ新山口駅自由通路ほか
（２）
「山口ＤＣオープニング」号の運転
平成 29 年９月２日（土）
、以下の通り臨時快速列車「山口ＤＣオープニング」号を運転します。
※全車指定席です。乗車券の他に座席指定券が必要です。
運転区間：広 島 駅（ 8:16 発）～新山口駅（10:37 着）
新山口駅（13:38 発）～下 関 駅（14:43 着）
新山口駅（17:56 発）～広 島 駅（20:24 着）
（３）山口ＤＣプレゼント企画
山口ＤＣ期間中に、ＤＣ専用の旅行商品を利用して旅行されるお客様先着 10,000 名様に、新進気鋭の若手
萩焼作家が手仕事で製作した萩焼豆皿をプレゼントします。
（４）お得なレンタカープラン
山口ＤＣ期間中、ＤＣ専用の旅行商品をご利用いただいたお客様に駅レンタカー利用料金の特別割引を実施
します。対象車種について、通常１日 6,480 円のところ、3,000 円でご利用いただけます。
対象営業所：新岩国駅、徳山駅、新山口駅、新下関駅、下関駅、津和野駅
※ノート e-POWER は新山口駅のみ（3,500 円／台）
（５）駅レンタカーＪ－ＷＥＳＴポイントアップキャンペーン
山口ＤＣ期間中、対象となる駅レンタカー営業所にてＪ－ＷＥＳＴカードで決済されますと、Ｊ－ＷＥＳＴ
ポイントが通常３倍のところ、５倍たまります。

※営業所現地での決済に限ります。

対象営業所：新岩国駅、岩国駅、徳山駅、防府駅、新山口駅、厚狭駅、新下関駅、下関駅、津和野駅
（６）
「マイフェバ」での情報発信
おでかけ情報スマートフォンアプリ「マイフェバ」内で、特別企画として山口のおでかけ情報を配信し、話
題のスポットやイベントなど、旬な情報をお届けします。
（７）山陽新幹線車内販売での山口フェア
「土産もの」を切り口に沿線各地のものづくりの魅力を発信する「走る日本市」プロジェクトの今年度第 2 弾
として、以下の期間中に山口県の地元メーカーと共同開発した商品を販売します。
開催期間：平成 29 年８月 25 日（金）～12 月下旬予定

※「福岡フェア」との合同開催です。

（８）ＪＲ西日本ホテルズとの連携による「食」フェア
ホテルグランヴィア京都・大阪・岡山・広島のＪＲ西日本ホテルズ４施設において、以下の期間中、山口の
雄大な自然に育まれた食材を活かしたメニューを開発・提供する「やまぐち『食』フェア」を開催します。
※ホテル・店舗により期間・提供メニュー・価格は異なります。
開催期間：平成 29 年９月 1 日（金）～12 月 31 日（日）
（９）エキマルシェ大阪での観光ＰＲ
以下の期間中、エキマルシェ大阪施設内にて「山口県観光ＰＲブース」を設置するとともに、山口ＤＣをモ
チーフとした装飾を実施します。また、同期間中に大阪ステーションシティにて開催するＰＲイベントと連動
したスタンプラリーも実施します。
開催期間：平成 29 年９月下旬
（10）大阪ステーションシティでの観光ＰＲイベントと「プレミアムマルシェ」開催
地元の市町やゆるきゃら「ちょるる」による観光ＰＲや伝統芸能披露を行うステージイベント、山口県の名
産品や知られざる「いいもの」を地元の方に直接販売いただく「プレミアムマルシェ」を開催します。
○ＰＲイベント
期間：平成 29 年９月 30 日（土）～10 月１日（日） 場所：２F アトリウム広場、５F 時空の広場
○プレミアムマルシェ
期間：平成 29 年９月 25 日（月）～10 月１日（日） 場所：２F アトリウム広場

４ 訪日外国人旅行者向けの取組み
（１）
「ＤＥＴＥＣＴＩＶＥ ＣＯＮＡＮ

やまぐちミステリーツアー」

平成 29 年７月１日（土）から平成 30 年３月 31 日（土）まで、韓国・台湾からのお客様をターゲットに、
「名探偵コナン やまぐちミステリーツアー」を開催します。両国から多くのお客様にお越しいただくため、
旅行博覧会への出展や旅行会社を招聘しての現地視察など、海外プロモーションを強化します。
（２）ＳＬを通じた台湾との交流促進
ＪＲ西日本は、平成 29 年６月 24 日（土）に台湾の玉里駅にて、台湾鉄路管理局ＣＴ２７３列車とＪＲ西
日本山口線で運転しているＣ５７－１列車「ＳＬ『やまぐち』号」との姉妹列車協定を締結しました。今後
は台湾と日本の交流を深め、山口への更なる誘客に努めます。

５ おもてなし
（１）
「おいでませ山口」美化キャンペーン
ＤＣ開催前に、山口県内のおもてなし機運を醸成するため、県下観光地 30 ケ所程度で美化活動を行います。
開催期間：平成 29 年８月１日（火）～31 日（木）
（２）おもてなし研修会・ボランティアガイド育成担当者研修会
県民が観光客の求める視点やおもてなしについて学ぶおもてなし研修会、更に、第一線で活動するボランテ
ィアガイドのおもてなし力向上のためのボランティアガイド育成担当者研修会を県内３か所で開催し、全県を
挙げたおもてなしに繋げます。
開催期間：平成 29 年７月～12 月
（３）全県的な歓迎のぼりの掲出
広く県民に山口ＤＣの開催を周知するとともに、
山口県にお越しになるお客様に歓迎の意をお伝えするため、
県内主要観光地に「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」のぼりを掲出します。
（４）ＤＣ期間限定お土産の開発・販売
県内の物産事業者が趣向を凝らし、新規開発・改良したＤＣ期間限定お土産を販売します。
販売期間：平成 29 年９月１日（金）～12 月 31 日（日）
お土産の概要：カワラケツメイ茶、ごま加工品、うに加工品、ふく加工品、かまぼこ、外郎、和菓子、木製
玩具、雑貨の計９品目（詳細は別途お知らせします）

６ 宣伝展開
（１）イベントガイドブック
県内の観光情報やＤＣ期間中に開催される特別企画・イベント情報などを掲載したガイ
ドブック（約 70 万部）を、全国のＪＲ主要駅・旅行会社などで平成 29 年８月中旬から配
布します。
（２）５連ポスター
山口ＤＣの各テーマ（
「物語 ISHIN」
「感動 ISHIN」
「ぶちうま！ISHIN」
「悠々ISHIN」
「体感 ISHIN」
）をモチーフと
してデザインした５連貼りポスターを平成 29 年８月１日（火）～31 日（木）の間、全国のＪＲ主要駅に掲出
します。

※画像はイメージです

また、ＪＲグループでもポスターを製作し、平成 29 年８月下旬～12 月 31 日（日）までＪＲの主要駅や車
内に掲出します（以下は、駅に掲出するＢ０ポスターイメージです）
。

（３）ご当地ソングの女王「水森かおりさん」とタイアップした広報宣伝
ご当地ソングの女王として有名な「水森かおりさん」とタイアップしたＤＣの広報宣伝を展開します。水森
さんには、山口県下関市を題材に制作された楽曲「早鞆ノ瀬戸」を全国各地での歌唱や、ＤＣのＰＲイベント
へのご出演など、プロモーションにご協力いただきます。なお、本日付で、水森さんに山口県の魅力を全国に
発信する「山口ふるさと大使」を委嘱しました。
（４）ＤＣプロモーション動画
山口ＤＣの各テーマ（「物語 ISHIN」「感動 ISHIN」「ぶちうま！ISHIN」「悠々ISHIN」「体感 ISHIN」）を分か
りやすく紹介するため、４Ｋでの撮影やドローンによる空撮など、最新の撮影技術を使用したＤＣプロモーシ
ョン動画を制作しました。
山口ＤＣ公式サイトでの公開やＳＮＳを通じた情報拡散、旅行会社店頭での放映等により、県内外に幅広く
山口ＤＣを発信していきます。
（５）メディア等による情報発信
・
「遠くへ行きたい」
（日本テレビ系、毎週日曜日放送）にて山口ＤＣ期間中 30 秒スポットＣＭを放映
・
「別冊 旅の手帖 山口」
（平成 29 年８月 24 日（木）頃全国発売）の発行
・山口ＤＣを紹介するＴＶ番組の放映、ラジオを活用した京阪神地区への情報発信
（６）山口ＤＣ専用サイト
ＤＣ期間中のイベントや特別企画、ＤＣプロモーション動画を専用サイトにて紹介します。
https://www.oidemase.or.jp/yamaguchi-dc/
（７）大都市圏での観光ＰＲイベント
①福岡でのＰＲイベント
日 時：平成 29 年８月 26 日（土）～27 日（日） 11:00～17:00
場 所：天神ソラリアイベントスペース
②東京でのＰＲイベント（ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2017 への出展）
日 時：平成 29 年９月 22 日（金）～24 日（日） 9:30～18:00（24 日は 17:00 まで）
場 所：東京ビッグサイト
③広島でのＰＲイベント
日 時：平成 29 年 10 月５日（木）～９日（月・祝） 9:00～19:00（９日は 18:00 まで）
場 所：フジグラン東広島店

※画像はイメージです

（８）ご旅行に便利な特別企画や便利なきっぷ
①山口ＤＣオープニングに伴うツアーの実施

主催：
（株）日本旅行

新大阪駅から新山口駅までは山口ＤＣのオープニングにあたり特別運行する団体貸切新幹線に乗車、新山口
駅～津和野駅間は新製客車のＳＬ「やまぐち」号にご乗車いただけます。詳しくは日本旅行にお問い合わせく
ださい。
出発日：平成 29 年 9 月 2 日（土）

※新大阪駅・新神戸駅発着

商品名：赤い風船 山口ＤＣオープニング記念号でやまぐちに行こう
定 員：480 名
お問合せ先：日本旅行 大阪予約センター （電話番号 0570-666-155
②おとなび100万人突破記念商品の実施

営業時間 9:30-18:00）

主催：
（株）日本旅行

新観光列車「○○のはなし」に乗車、関門橋主塔上部への特別塔頂、関門海峡貸切クルージングをお楽しみ
いただける、盛りだくさんの日帰りツアーです。詳しくは日本旅行にお問い合わせください。
出発日：平成29年10月22日（日）
、11月12日（日）
、12月３日（日）

※新大阪駅・新神戸駅発着

商品名：おとなび・ジパング倶楽部（会員限定）
関門橋の主塔上部へ 特別登頂と関門海峡貸切クルージング＆観光列車「〇〇のはなし」乗車
定 員：各日20名
お問合せ先：日本旅行 大阪予約センター （電話番号 0570-666-631
③山口ＤＣ「サロンカーあさかぜ」号で行くやまぐちの旅（仮称）

営業時間 9:30-17:00）

主催：
（株）日本旅行

山口にゆかりの深い名門特急列車「あさかぜ」号をサロンカーなにわ車両にて復活運転し、大阪駅～下関駅
間で乗車するツアーの実施を予定しています。
実施時期：平成 29 年 12 月上旬（予定）

※大阪駅発着（予定）

商 品 名：山口ＤＣ「サロンカーあさかぜ」号で行くやまぐちの旅（仮称）
定

員：約 200 名（予定）

※詳細につきましては商品完成後、10月下旬頃に日本旅行ホームページ上でお知らせします。
④名探偵コナン 幕末維新やまぐちミステリーツアー
幕末維新ゆかりの地である萩・山口でチェックポイントをめぐりながら手がかりを集め、謎解きに挑戦いた
だくプランです。正解者の中から抽選で山口の名産品等が当たるほか、県内各地に設置されたお楽しみスポッ
トに足をのばせば、お助けヒントと記念ピンバッジのプレゼントやコナンと一緒にＡＲ記念撮影ができます。
主な旅行会社より発売されている対象旅行商品、または京阪神・岡山・福山・広島・博多発着の「やまぐち
幕末ISHINきっぷ」のご購入でお楽しみいただけます。
実施期間：開催中～平成30年１月31日（水）
ツアーキット引換所：新山口駅および下関駅の観光案内所、萩･明倫学舎、岩国市観光交流所 本家松がね
⑤このほか、山口へのご旅行に便利なきっぷや、主な旅行会社でＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラ
ンをご用意しています。
（別紙をご覧ください。
）

（９）キリンビバレッジ株式会社による特別企画
①ドリンク協賛
ＪＲの主要駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で山口県を目的地とするきっぷ購入時に差し上げる引
換券付き乗車券袋を、山口ＤＣ期間中に指定の引換駅のキヨスク売店など（乗車券袋に記載）にお持ちいただ
くと、引換券１枚につき「キリン生茶（525mlＰＥＴ）
」
「キリン一番搾り生ビール 350ml 缶」のいずれか１本
をプレゼントします。ＪＲ東日本エリアでは「びゅうプラザ」
「提携販売センター」等で旅行商品を購入された
方に限り、引換券付き乗車券袋をお渡しします。
※ドリンクの引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。
※ドリンク引換期間は平成 29 年９月１日（金）～12 月 31 日（日）です。
※乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
②ＤＣタイアップキャンペーン
キリンビバレッジ（株）の対象商品をご購入いただき、条件を満たしてご応募いただくと、抽選で豪華賞品
が当たるキャンペーンを開催します。
実 施 期 間：平成 29 年８月 29 日（火）～９月 29 日（金）
実施エリア：山口県内

※一部他県含む

対 象 商 品：キリン生茶 555ml、525ml、430ml、キリン生茶デカフェ 430ml
賞

品：ＳＬ「やまぐち」号往復乗車券（ＪＲ西日本）
、ふく恋盛りセット（下関ふぐ問屋さかい）
、贅
沢イカ料理（萩心海）
、果子乃季 詰め合わせセット（あさひ製菓）

別紙

○ＪＲと宿がセットになった旅行プラン
全国の主な旅行会社では、山口ＤＣに合わせて、ＪＲと宿泊がセットになった山口エリアへの旅行プランを
発売します。また、旅行プラン限定のオプションとして、キャンペーンエリアの周遊に便利な「周遊券」も発
売します。
（設定のない旅行会社もあります。
）
詳しくは、主な旅行会社へお問い合わせください。
※掲載のパンフレットは京阪神地区発の旅行プランです。

「やまぐち幕末ＩＳＨＩＮミニきっぷ」 ※旅行会社発売の旅行プランとセットでご利用ください。
山口自由周遊区間の JR（特急・普通列車普通車自由席）・指定の路線バス 3 日間乗り放題、観光施設（萩・
明倫学舎（2 号館）、萩城跡（指月公園））への入場券がセットになったきっぷです。「名探偵コナン 幕末
維新やまぐちミステリーツアー」に参加できる「ツアーキット」引換券付きです（平成 30 年 1 月 31 日まで）。
※山口エリアを着地とするＪＲ利用の旅行商品とセットで発売します。主な旅行会社での発売です。
※詳しくは、主な旅行会社へお問合せください。

○山口グルメが楽しめるＪＲ日帰りプラン 「駅長おすすめ駅プラン」
往復のＪＲ券と山口のグルメがセットになったＪＲで行く日帰りプラン「駅長おすすめ駅プラン」を発売しま
す。期間中は、ＤＣ専用商品に加えて、例年 11 月 1 日より設定している「関門ふくフク三昧」も早期設定開始
を予定しています。
〔設定期間〕 平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 29 年 12 月 28 日（木）
（
「関門ふくフク三昧」は、平成 30 年 3 月 31 日（土）まで）
〔ＤＣ専用商品〕
■徳山・下松
下松名物の「笠戸ひらめ」を「和」と「洋」の料理でご用意。
■岩国
岩国郷土料理「岩国寿司」
「大平」を堪能し、錦帯橋周辺をのんびり散策。
■山口・秋穂
車海老養殖発祥の地「秋穂」でぷりっぷりの車海老をどうぞ。
■湯田温泉
「すき焼き」または「しゃぶしゃぶ」食べ放題の後は、温泉入浴でゆったりと。
■長門
自然豊かな長門の海の幸と山の幸を堪能。
〔関門ふくフク三昧〕
■下関
「ふく基本プラン」
「ふくご褒美プラン」に加え、
「ふく＆あんこうプラン」
「ふく＆
くじらプラン」といったふくと関門の幸を両方楽しめる欲張りプランもあります。
※詳細な商品内容につきましては、準備でき次第、主な駅に設置のパンフレットやホームページでご案内します。
※エリアによっては、設定のない商品がございます。

○おトクなきっぷ 「やまぐち幕末 ISHIN きっぷ」
出発地～山口自由周遊区間の JR 往復新幹線普通車指定席と、山口自由周遊区間の JR
（特急・普通列車普通車自由席）・指定の路線バス 3 日間乗り放題、観光施設（萩・
明倫学舎（2 号館）、萩城跡（指月公園））への入場券がセットになったきっぷです。
「名探偵コナン 幕末維新やまぐちミステリーツアー」に参加できる「ツアーキット」
引換券付きです（平成 30 年 1 月 31 日まで）。
※発売条件やご利用条件等、詳しくはパンフレットまたは
ＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」ページで必ずご確認ください。

