
  

 

 
２０２２年１月１８日 

 

 

 

 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 
江戸ワンダーランド日光江戸村 

 

東武鉄道（本社：東京都墨田区、社長：根津 嘉澄）と江戸ワンダーランド日光江戸村（所在地：栃木県        

日光市、代表取締役：ユキ・リョウイチ）では、２０２２年２月１２日（土）から２月２７日（日）までの       

ＳＬ大樹運行日のうち、土休日を中心に計７日間の対象列車において、「神出鬼出 あっぱれ日光！ＳＬ大樹   

珍道中～EDO WONDER TRAIN～」を運行します。 

本イベントは、ご家族連れを中心に人気の地元観光施設「江戸ワンダーランド日光江戸村」との協働で実施

し、ＳＬ車内と車窓がシンクロしながら繰り広げられる江戸活劇をお楽しみいただくエンターテイメント   

列車です。これまで４回開催し、累計約１万２千人にご乗車いただくなど、ご好評をいただいています。 

本年は鬼怒川温泉エリアで同期間中に実施している「鬼怒川温泉 鬼まつり」と連携し、ＳＬ大樹と魅力 

あふれる地元地域の観光資源とのさらなる相乗効果で冬季の日光・鬼怒川エリアの話題創出と誘客に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、イベント当日のＳＬ大樹にご乗車いただいたお客様全員に、本イベントに登場するキャラクターが 

デザインされた「ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード」を車内で配布するとともに、オリジナルカードの保管に

便利な「ＳＬ大樹オリジナルカードホルダー」を販売します。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△オリジナルヘッドマーク（イメージ） 

このリリースのお問い合わせは、東武鉄道㈱広報部（野原・小林）ＴＥＬ ０３－３６２１－５６４０ 

            江戸ワンダーランド日光江戸村（木村）ＴＥＬ ０２８８－７７－１７７７ 

△鬼怒太（イメージ） 

※一般のお問い合わせ先表示は、東武鉄道お客さまセンター ＴＥＬ ０３－５９６２－０１０２ 

① 邪気退散、鬼侍参上！ＳＬ鬼怒太列車の巻（ＳＬ大樹１・５号） 

鬼への信仰が深い鬼怒川温泉エリアで、イベント期間中に実施している「鬼怒川温泉 鬼まつり」と連携し、

鬼怒川温泉のマスコットキャラクターの「鬼怒太」が、鬼怒川温泉やＳＬ大樹に災いをもたらそうとする「蛇抜

け衆」と激闘を繰り広げ、成長していくストーリーです。鬼怒川温泉を守るため「鬼怒太」が成長した姿とは…。 

② 新撰組を攪乱
かくらん

せよ！ＳＬ眩惑
げんわく

列車の巻（ＳＬ大樹２・６号） 

ＳＬ大樹への乗り込みに成功した女盗賊「雷お新」一味であったが、その情報を聞きつけた沖田総司率いる

「新撰組」が沿線からＳＬ大樹とお客様を守るため、追いつ追われつ、お色気たっぷりのお笑いストーリーを

繰り広げます。ＳＬ車内で妖艶な姿で攪乱する「雷お新」の真の正体とは…。 

 

 

＜プログラム内容＞ 

２月１２日（土）から鬼怒川線にて、 

「神出鬼出 あっぱれ日光！ＳＬ大樹珍道中～EDO WONDER TRAIN～」を運行します！ 

本年は「鬼怒川温泉 鬼まつり」と連携し、冬季の日光・鬼怒川エリアを盛り上げます！ 

 

ＳＬ車内と車窓がシンクロしながら繰り広げられるエンターテイメント列車 

△過去の様子 



＜別 紙＞ 

「神出鬼出 あっぱれ日光！ＳＬ大樹珍道中～EDO WONDER TRAIN～」について 

 

１ 実 施 日  

２０２２年２月１２日（土）、１３日（日）、１９日（土）、２０日（日） 

２３日（祝・水）、２６日（土）、２７日（日)                計７日間 

 

２ プログラム 

（１）邪気退散、鬼侍参上！ＳＬ鬼怒太列車の巻 

① 列  車   

ＳＬ大樹１号（下今市駅９：３３発）、５号（下今市駅１３：００発） 

② 内  容   

邪気を払い、福を招くとして、鬼への信仰が深い鬼怒川温泉エリアで、イベント期間中に実施して

いる「鬼怒川温泉 鬼まつり」と連携し、鬼怒川温泉のマスコットキャラクターの「鬼怒太」が登場。 

お客様の護衛とご案内の命を受けた「江戸忍者」とともに、鬼怒川温泉やＳＬ大樹に災いをもたら   

そうとする「蛇抜け衆」と激闘を繰り広げるが、「蛇抜け衆」の前に力及ばずやられてしまう。        

そこで、「鬼怒太」がＳＬ大樹に乗車中のお客様の応援を受け「鬼侍」に成長し、ハラハラドキドキ

のクライマックスを迎える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新撰組を攪乱せよ！ＳＬ眩惑列車の巻 

① 列  車 

ＳＬ大樹２号（鬼怒川温泉駅１１：１０発）、６号（鬼怒川温泉駅１５：３７発） 

② 内  容   

昨年、ＳＬ大樹への襲来に失敗した女盗賊「雷お新」が今年も登場。今年はなんとかＳＬ大樹への  

乗り込みに成功した「雷お新」一味であったが、その情報を聞きつけた沖田総司率いる「新撰組」が  

沿線からＳＬ大樹とお客様を守るため、追いつ追われつ、お色気たっぷりのお笑いストーリーを   

繰り広げる。そして、ＳＬ大樹の車内では、妖艶な姿で攪乱する謎に包まれていた女盗賊「雷お新」

の正体がついに明らかに…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

    ・ＳＬ大樹１号・５号到着後、鬼怒川温泉駅前広場にて、本イベントに登場する女盗賊「雷お新」や  

沖田総司率いる「新撰組」、「鬼侍」などが登場しステージショーを繰り広げます。 

・下記の日程で沿線において花魁
お い ら ん

道中
どうちゅう

や馬に乗った新撰組局長「近藤勇」が登場します。 

・本イベントのプロモーションムービーを公開中です。以下のＵＲＬからご覧ください。 

URL：https://youtu.be/TuHdhiAy2UA 

演目 登場日 並走する列車 場所 

局長一騎駆け 2/12(土)、2/26(土) SL大樹２号 新高徳～大桑駅間 

花魁道中 2/12(土)、2/26(土) SL大樹５号 大桑～新高徳駅間 

△鬼怒太（イメージ） 

△女盗賊「雷お新」（イメージ） 

△江戸忍者による車内パフォーマンス 

（過去の様子） 
△鬼侍（イメージ） 

△新撰組（イメージ） 

https://youtu.be/TuHdhiAy2UA


・昨年のイベントの様子は、以下の URL よりご覧いただけます。 

URL：https://www.youtube.com/watch?v=5nkduTtpgIc 

・イベント実施日には、鬼怒川温泉駅前広場にて期間限定の日光江戸村オリジナルグッズショップを 

出店します。ＳＬ大樹珍道中の旅のお土産にぜひお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

※プログラムの内容は変更する場合があります。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、開催の中止や実施内容を変更する場合がございます。 

 

３ 参加特典 

 （１）「ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード」のプレゼント 

イベント実施日限定で、ＳＬ大樹にご乗車いただいたお客様全員に、

本イベントに登場するキャラクターがデザインされた「ＳＬ大樹 

珍道中オリジナルカード」（全７種）を１枚配布します。 
   ※配布はＳＬ座席指定券をお買い求めいただいたお客様のみ対象 

 

カードデザインごとの配布日一覧 

カードデザイン 配布日 配布列車 配布日 配布列車 

「鬼怒太」デザイン 2/12(土) ＳＬ大樹１号・５号 2/20(日) ＳＬ大樹２号・６号 

「鬼侍」デザイン 2/12(土) ＳＬ大樹２号・６号 2/23（祝・水） ＳＬ大樹１号・５号 

「蛇抜け衆」デザイン 2/13(日) ＳＬ大樹１号・５号 2/23（祝・水） ＳＬ大樹２号・６号 

「雷お新」デザイン 2/13(日) ＳＬ大樹２号・６号 2/26(土) ＳＬ大樹１号・５号 

「吉野太夫」デザイン 2/19(土) ＳＬ大樹１号・５号 2/26(土) ＳＬ大樹２号・６号 

「沖田総司」デザイン 2/19(土) ＳＬ大樹２号・６号 2/27(日) ＳＬ大樹１号・５号 

「江戸忍者」デザイン 2/20(日) ＳＬ大樹１号・５号 2/27(日) ＳＬ大樹２号・６号 

  

（２）「ＳＬ大樹オリジナルカードホルダー」の販売 

   イベント実施日限定で、「ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード」の収納に便利な「ＳＬ大樹カード    

ホルダー」（全２種類・各３００個限定）を販売します。 

    

① 発売日 

  ２０２２年２月１２日（土）、１３日（日）、１９日（土）、２０日（日） 

２３日（祝・水）、２６日（土）、２７日(日)  

② 発売箇所・時間 

     下今市駅構内ＳＬ展示館２階カウンター ８：４５～１８：００ 

   ③ 価格 

     各１，０００円（税込み） 

④ 購入特典 

「ＳＬ大樹オリジナルカードホルダー」をご購入いただいた方には、江戸ワンダーランド日光江戸

村のマスコットキャラクター「ニャンまげ」デザインの「ＳＬ大樹珍道中オリジナルスペシャル  

カード」をプレゼントします。 

   ⑤ 注意事項 

     購入数についてはお一人様１日２点までで、種類は問いません。 

 

 

 

 

 

△花魁道中（イメージ） △新撰組局長「近藤勇」一騎駆け 

（イメージ） 

△ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード 

（イメージ） 

△ステージショー（過去の様子） 

https://www.youtube.com/watch?v=5nkduTtpgIc


 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 （３）イベント期間中の平日運転日限定・オリジナルカードトレードキャンペーンの実施 

イベント期間中の平日に運転しているＳＬ・ＤＬ大樹記念乗車証と、イベント時に配布したお手持ちの

「ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード」を下今市駅構内ＳＬ展示館２階カウンターにお持ちいただくと、

ご希望のデザインのカード（「ＳＬ大樹珍道中オリジナルスペシャルカード」を除く全７種のうち１枚）

と交換します。 

① 交換可能日 

２０２２年２月１４日（月）～２月２５日（金）の平日 （土日祝を除く） 

② 交換箇所・時間 

下今市駅構内ＳＬ展示館２階カウンター ８：４５～１８：００ 

③ 注意事項 

・交換可能日は、上記平日のみとなりますので、ご注意ください。 

・交換は、おひとり様１日２枚までとさせていただきます。 

・カードの汚損や破損が著しい場合は、交換をお断りする場合があります。 

 

（４）江戸ワンダーランドオリジナル缶バッジのプレゼント・入村料金の割引 

本イベントのパンフレット又は「ＳＬ大樹珍道中オリジナルカード」を江戸  

ワンダーランドにお持ちいただくと、オリジナル缶バッジをプレゼントする 

ほか、入村料金が１５％割引になります。 

※対象期間は、２０２２年２月末までとなります。 

 

４ 装  飾 

（１）期  間 

２０２２年２月１２日（土）～２月２７日（日） 

（２）内  容 

・オリジナルヘッドマークの掲出（イベント実施日のＳＬ列車のみ掲出します。） 

・オリジナルヘッドカバー及びのれんによる客車内の装飾 

１号車：鬼怒太と鬼侍デザインヘッドカバー 

２号車：「ＳＬ大樹珍道中」各キャラクターデザインのれん 

３号車：女盗賊「雷お新」と「吉野太夫」デザインヘッドカバー 

 ・ＳＬ車体の除煙板への装飾 

・鬼怒川温泉駅の入り口付近（改札外）にて江戸時代の街並みを再現したフォトスポットを設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ お 願 い 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、お客様やスタッフの安心・安全のため、以下の事項に       

ご協力をお願いします。 

（１）マスク着用のご協力 

（２）発熱（３７．５ 度以上）や体調不良の方への乗車見合わせのお願い 

（３）乗車時のアルコール消毒へのご協力 

※なお、客車内には車内換気のためベンチレーター（換気口）より常時外気を導入しています。 

そのため煙や煤が客車内に入り込む場合がありますので、お召し物等の汚れにはご注意ください。 

△除煙板装飾（計 4種） 

△ヘッドカバー 

（イメージ） 

△江戸ワンダーランド

オリジナル缶バッジ 

（イメージ） 

△オリジナルヘッドマーク（イメージ） 

△ＳＬ大樹デザイン 

ＳＬ大樹オリジナルカードホルダー 

（イメージ） 

△ＳＬ大樹珍道中デザイン 

ＳＬ大樹オリジナルカードホルダー 

（イメージ） 



＜参 考＞ 
「鬼怒川温泉 鬼まつり」について 

 
邪気を払い、福を招くとして鬼への信仰が深い鬼怒川温泉で、冬季のメインイベントとして実施しており、

これまでは節分に合わせて２日間開催されていましたが、本年度からは１か月以上を超える長期間で開催し
ます。 
 
１ 実施期間  

２０２２年１月２２日（土）～２月２７日(日) 
 
２ 実施場所 
 鬼怒川温泉街及び各参加施設 
 
 
３ 実施内容 
 （１）鬼怒川温泉「鬼だらけ」 

鬼怒川・川治温泉観光情報センターや各参加施設に、鬼を連想させるようなグッズ（「ＳＬ大樹        
珍道中オリジナルカード」各種類を含みます）をお持ちいただいた方、または身に着けてきていただい
た方に特別割引や特典をプレゼントします。 

 （２）鬼怒川温泉「鬼グルメ」 
   対象の宿泊施設や飲食店にて本イベント期間中限定の鬼怒川温泉オリジナルグルメを提供します。 
 （３）「鬼のコスプレ」大撮影会 
   鬼怒川温泉街の特別な場所でコスプレ撮影会をお楽しみいただけます。 
   ※事前申し込みが必要となります。詳しくは下記にお問い合わせください。 
    【主催】鬼怒川温泉冬まつり実行委員会 
            お問い合わせ：一般社団法人 日光市観光協会（TEL：０２８８－２２－１５２５） 
    ※詳細は以下の URLからご確認ください。 
     URL：http://www.nikko-kankou.org/event/572/ 

以 上 

http://www.nikko-kankou.org/event/572/

