
プレスリリース                 

報道関係各位 

      〒428-8503  静岡県島田市金谷東二丁目 1112-2 

URL ： oigawa-railway.co.jp   Facebook ： www.facebook.com/oigawa.railway   Twitter ： @daitetsuSL Instagram：@oigawa.railway 

2020年 10月●日 

 

New  Life  Style  Trip  鉄道写真家 中井精也×大井川鐵道が取り組む 

新しい生活様式にあわせた新しい旅の形のご提案 

 

大井川鐵道(静岡県島田市)は鉄道写真家 中井精也さんとのコラボレーションによる「第 1回 New  Life  

Style  Trip  新しい生活様式の中で旅と撮影を楽しむツアー」を 2020(令和 2)年 11月 7日(土)～8日(日)

の一泊二日で実施いたします。 

本企画は 2020(令和 2)年 4月 5日(日)、6日(月)と日帰り行程 2本で実施に向け募集を行ったものの新

型コロナウイルス感染拡大状況を考慮し延期。続いて 7月 9日(木)に設定するも降り続く大雨による大

鉄線への倒木により鉄道の運行がストップ。またも再延期せざるを得ない状況でしたものを再始動いたし

ます。企画の骨子は前回と変わらず 

◼ ツアーの定員は通常の半分～7割ほどに制限する 

◼ 参加者・主催者はともにマスクを着用し一定の距離を保つ 

◼ ツアー行程上の移動は鉄道・バスともにできる限り窓を開け走行する 

といった「Withコロナ」時代における「新しい生活様式のっとった新しい旅の楽しみ方」を提案いたします。

本企画の発起人、鉄道写真家 中井精也さんの想いは以下よりご覧ください。 
 

〜中井精也さんコメント〜 

新型コロナウイルスの蔓延により、旅行の自粛・キャンセルが広がり、旅行業界は未曾有の危機を迎

えています。そこで４月に徹底的なウイルス対策を施したうえで旅をする「新型コロナウイルスに負け

ないツアー」を企画しましたが、政府による緊急事態制限の発令により、残念ながら催行することはか

ないませんでした。あれから数ヶ月が経ち、緊急事態制限も解除された今、ただウイルスを恐れて社

会生活を止めるだけではなく、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への徹底的な対策を

日常生活に取り入れることが、各所から提案されています。それこそが、「新しい生活様式」です。 そ

の新しい生活様式を取り入れつつ旅を楽しむことを提言するこの「New Life Style Trip」は、新型コロナ

ウイルスに負けないツアーの徹底的な感染対策はそのままに、アフターコロナ時代の新しい旅の形の

ひとつになればと考えています。新型コロナウイルスとの戦いが長期にわたっている今、将来への不

安などに蝕まれつつある心を健康にし、さらに停滞していた経済活動を動かすことは、ウイルス感染

対策と同じように急務であると考えています。いろいろな意見があるとは承知していますが、それでも

僕たちはウイルスに負けずに旅をしたい。ご賛同いただける旅人を募集します。最後になりましたが、

新型コロナウイルスに感染されたすべての方にお見舞い申し上げるとともに、その感染の蔓延防止、

治療に従事されているすべての方に、エールを贈りたいと思います。 

鉄道写真家 中井精也 
 

講師プロフィール   鉄道写真家 中井精也(なかい せいや) 

1967年、東京都生まれ 52歳。鉄道写真だけにこだわらず、鉄道にかかわるすべてのものを被写体として独自の

視点で撮影し「ゆる鉄」などの新しい鉄道写真ジャンルを生み出した。「中井精也のてつたび」(NHK  BSプレミア

ム)、「ヒルナンデス」(日本テレビ系)などテレビ番組出演多数 
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なお、本ツアーの定員は 30名。有名写真家さんが実施する撮影教室としては小規模であるため、鉄道写真家の第

一人者である中井精也さんと少人数でゆったりと撮影やトークを楽しむことができる貴重な体験となるはずです。ま

た、今回の行程上、終点の井川駅に近づくにつれ見ごろを迎える紅葉や、食事も静岡県や川根地方の食材をふん

だんに使ったランチバイキングがお腹や心を満たしてくれることでしょう。盛りだくさんの行程は以下よりご確認くださ

い。 
 

ツアー概要 

※本商品は Go  To トラベル事業支援対象となっております。旅行代金から Go  To トラベル支援対象金を差し引い

た金額がお客様のお支払い実額となります。 

タイトル 第一回 中井精也と行く New  Life  Style  Trip 新しい生活様式の中で旅と撮影を楽しむツアー  

旅行日 2020(令和 2)年 11月 7日(土)～11月 8日(日) 1泊 2日 予約制 

募集人員 30名(最少催行人員 20名  募集人員がこれに達しない場合は催行をとりやめます) 

旅行代金 

(1名あたり) 

大人 54,000円   小人 52,000円(6歳以上 12歳未満） 6歳以下は無料 

ただし 6歳以下の場合は昼食のサービスはありません。またホテルのベッドは添い寝となりま

す。12歳未満で添い寝希望の場合はお問い合わせください 

※含まれるもの  貸切パス・鉄道運賃、SL急行料、食事朝 1回、昼 2回、宿泊費、保険代、講

師料、添乗員諸費用 

Go  To トラベル支援額適用後の料金(お客様のお支払い実額) 

大人 41,600円(地域共通クーポン券 8,000円付) 小人 40,000円(地域共通クーポン券 8,000円

付)  ※含まれるもの  貸切パス・鉄道運賃、SL急行料、食事朝１回、昼 2回、宿泊費、保険

代、講師料、添乗員諸費用 

行程 <11月 7日> 

静岡駅南口 9時 00分 → (貸切バス) → 川根温泉 10時 40分 (大井川第一橋梁付近で

撮影教室) → 13時 00分 (川根温泉ホテルでランチバイキング) → 下泉駅 (SL列車と木造

駅舎の撮影教室) 16時 00分 → 宿泊(ルートイン島田吉田インター) 

<11月 8日> 

宿泊(ルートイン島田吉田インター) → (貸切バス) → アプト式鉄道付近で撮影教室 → 閑蔵

駅 10時 41分 → (井川線) → 井川駅 10時 59分/11時 28分 → 千頭駅 13時 14分 

(千頭駅 3番線で客車の撮影教室 13時 30分まで) → SLの転向作業 → 昼食・自由時間  

→ 千頭駅 14時 55分 (SL列車) → 新金谷駅 16時 11分/16時 21分 (普通電車) → 大

鉄金谷駅 16時 26分 (これで大鉄の全動力完全制覇 DL  EL  SL  EC) → (貸切バス) → 

新金谷駅 → 静岡駅南口 18時 30分ごろ 

お願い ◼ 参加者のみなさまにはマスク着用をお願いいたします。スタッフ、乗務員もマスク着用で業

務にあたります 

◼ 受付時に検温し、37.5度以上ある場合は参加を中止していただき、ツアー代金は全額返金

いたします。受付時に激しい咳のある方も同様です 

◼ 旅行日よりさかのぼり 2週間以内に感染拡大地域や国へ訪問された方、同期間内に発熱

や感冒症状等で医療機関を受診された方は参加をご遠慮ください(受付時に確認) 

◼ 列車・バスの窓は可能な限り開けた状態で移動します(雨天も同じ)。ご参加の際、雨対策を

お願いいたします 

◼ 三密空間の緩和を図るためにツアー参加者数(定員)を通常の 3分の 2ほどに制限します 

◼ 写真教室では一定の間隔を開け、密接のリスクを防ぎます 

◼ 下車ごとに車内の清掃、消毒作業を行います 

◼ 報道機関が同行取材に入る可能性があります。ご理解・ご協力をお願いいたします 

◼ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては催行を中止する場合もございます。その場

合は全額返金とさせていただきます  

問い合わせ 

お申込み 

㈱ワールド・ファン・ツアーズ 

〒115-055  東京都北区赤羽西 2-4-10-106 

電話 03-5948-5082  メールアドレス info@funtours.jp 

お申込みは中井精也のブログ「1日 1鉄」内のお申込みフォームからお願いいたします  
 

<お願い> 

同行取材をご希望の場合はあらかじめ大井川鐵道㈱広報室へご一報ください。当地までの交通費は各社様でご負担ください。 
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