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日本初、換気に優れた・個室配備のリゾート列車で、貸し切りトレインワーケーショ

ン！ 

列車とともに移り変わる信州の冬景色」と「沿線での出会い」が彩る豊かな働き方 千曲市を中心に他市

区町村と繋がるイベントを開催 

株式会社ふろしきや（所在地：長野県千曲市、 代表：田村英彦/以下：当社）は、 千曲市、 信州千曲観

光局、 長野県、 そしてしなの鉄道と提携し、 仕事と旅行を同時に楽しめるトレインワーケーション（ワー

ク＋バケーション）をメインとした、 ワーケーション体験会を 2/24(水)-2/26(金)で開催します。 換気に優

れ個室配備のしなの鉄道の観光列車「ろくもん」をゆったり貸切り、 仕事をしながら絶景や美食を堪能し、 

千曲市を中心に沿線の長野県他地域とも交わる内容となっています。 

企画するワーケーションプログラムの実施は今回で 5 回目となり、 これまで合計 100 名以上が参加して

います。 日本でも初めての取組みとなる、 リゾート車両の貸切り、 三密を回避しながら絶景と信州産

の食材をふんだんに味わいながら仕事と交流を楽しめるワーケーションとなっています。 

これからもワーケーションを通して「人の働き方」「まちの使い方」の新しいかたちを示していきます。 

ワーケーションの様子と観光列車「ろくもん」の車内 

 
【イベント概要】 

 当イベントは 2/24(水)-2/26(金)に、 信州リゾートテレワークモデル地域である千曲市にて開催される

「第 5 回千曲市ワーケーション体験会」となります。 新しい観光列車の使い方の模索、 信州を活気づけ

たいという想いから、 しなの鉄道協力のもと、 観光列車「ろくもん」を 3 両全て特別に貸切るプログラム

を実現しました。 ワーケーショントレインは戸倉駅を発車し、 軽井沢を経由して降雪懸念の少ない豊野

駅までの運行となります。 豊野駅からは 3ルートを選択し、 豊野温泉の他に飯綱町、 小布施の交流拠

点への来訪・交流も用意しています。 最終的には月と夜景で有名な姨捨をガイドします。 

 初日はワーケーショントレイン、 千曲市に戻った 2 日目は地元タクシーと連携した実験的な配車システ

ムを使い、 千曲市内のワークスペースを選んでの自由行動、 3 日目は瞑想とワーケーションに対する

アイデアソンを行う予定です。 様々な働く場所を提供しながら多様な働き方や交流を促すプログラムとな

っており、 各自の仕事の状況を見て、 参加者にとって自由度の高いプログラム設計となっています。 

トレインワーケーションのルートとスケジュール 



●イベント詳細/申込サイト：https://pro.form-mailer.jp/lp/5ea6103e213976 

【執務環境および感染症対策への配慮について】 

 体験会を通して、 広くまた分散して執務できる環境を用意します。 ろくもん自体は 3 両編成で乗車定

員 72名のところ、 30名（事務局含む）に限定しての利用となります。 座席のプライバシーを守れる仕切

りのある座席も豊富に用意され、 向かい合いを避けて距離を取って執務・食事することが可能な空間と

なっています。 また電車内の通常換気に加え、 途中停車駅等の空気の入れ替えやリフレッシュもされ、 

ゆったりと安心に過ごせます。 車両自体に Wi-Fi設備等はありませんが、 事務局でご用意します。 

【参加申し込み】 

・募集期間 ：1/19(火)～2/12(金) ※本ページ下部フォームより申込 

・体験会期間 ：2/24(水)-2/26(金) 2 泊 3 日 

・募集人数 ：25 名程度 

・体験会料金 ：35,000円（税込）※千曲市までの交通費、 宿泊代等は各自で負担となります。 

・体験会詳細/申込みサイト ： https://pro.form-mailer.jp/lp/5ea6103e213976 

・千曲市ワーケーション事業全体紹介 ： http://furoshiki-ya.co.jp/projects/work-at-chikuma/ 

※ご応募が多い場合抽選となりますことをあらかじめご了承ください。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により予定の変更の可能性もございます。 

【会社概要】 

会社名：株式会社ふろしきや 

代表 ：田村 英彦 

住所 ：〒387-0016 長野県千曲市大字寂蒔 177-1 

企業 HP： http://furoshiki-ya.co.jp 

メール：tam@furoshiki-ya.co.jp 

【事業内容】 

株式会社ふろしきやは、 新しい地域活用や社会課題解決に向けたプロジェクトを生み出す企業です。 

ワーケーション事業の先進事例としてまちづくりと連携させ、 長野県を中心として進めています。 

・地域ブランディング要件定義 

・データ、 情報解析による現状の可視化 

・プロジェクト構想・実行プロセス設計 など 

2021 年 Visa のタッチ決済、国内における普及が急速に拡大 

コロナ禍に伴い、日常生活に大きな変化がもたらされ、新しい生活様式へのシフトの中、決済に関する人々の意識にも

変化が現れていることが調査[1]からもうかがえます。緊急事態宣言後には、「現金を取り扱う回数を減らし、できるだけ

キャッシュレスにした」と回答した人は 3割、また「今後もキャッシュレス決済の利用を増やしていきたい」と回答した人は

9割超にも上っています。 

キャッシュレス決済は、これまでもインバウンド消費やキャッシュレス・消費者還元事業を追い風に拡大してきましたが、

コロナ禍により、より安心な決済環境、とりわけ「非接触決済」に関する消費者の関心が高まってきているといえます。決

済にかかる時間が現金の約半分[2]で、スピーディーかつ、カードの受け渡し不要で、リーダーにかざすだけで決済が可

能な Visaのタッチ決済は、まさに新しい生活様式の中で、安心・安全かつ高い利便性を提供できる決済手段と考えてい

ます。調査結果[3]でも、Visaのタッチ決済について魅力に感じることとして、「現金やカードを手渡さずに済むので、清



潔」と回答している人が 4割にのぼっており、環境が変化する中での決済方法として、Visaのタッチ決済の特徴が評価

されていることがわかります。 

 

日本で急速な拡大を見せている Visaのタッチ決済ですが、世界の多くの国と地域では、すでに交通分野を含む日常生

活で一般的に利用されています。 

〇世界における Visaのタッチ決済の普及状況 

Visaのタッチ決済は、全世界で広がりを見せています。世界 200の国と地域で利用が可能で、現在全世界の Visaの対

面決済に占める Visaのタッチ決済の比率は、43%[4]となっています。同比率が 90%[4]を超えている国には、オーストラリ

ア、ニュージーランド、シンガポール、スペイン、ハンガリー、ポーランド、チェコ、ルーマニア、スロベニア、ギリシャ、ジョ

ージア、ロシアがあり、英国、オランダ、カナダ、台湾などでは、すでに 60%[4]を超えています。 
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さらに、日常生活の移動の要である公共交通機関での導入も拡がっており、現在 Visaでは、約 500のプロジェクトに参

画しています。すでに世界各地の 280以上の公共交通機関で Visaのタッチ決済が導入され、2019年だけでも、62の

都市で受け入れが開始となるなど、普及は加速しています。 

当初は、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールといった国際観光・ビジネス都市で Visaのタッチ決済が導入されました

が、最近では、エディンバラ（英国）、マンチェスター（英国）といった地方都市にも拡がりを見せており、日常利用への波

及が見られます。 

〇Visaのタッチ決済普及のカギと日本における普及状況 

各国・地域の特性はあるものの、世界での Visaのタッチ決済の普及状況の背景として、利用する側および利用される

側におけるいくつかの要因が普及の加速を促していることがわかります。まず、①Visaのタッチ決済対応カードの発行

が増加し、消費者の皆さまにお持ちいただくこと、次に②日常的に利用する店舗で利用可能になり対応の端末が整備さ

れること、さらに、③公共交通機関でも導入されることなどがあげられます。これらの要素が日本でも整いつつあること

から、今後日本においても Visaのタッチ決済の普及が加速することが期待されます。 

Visaの国内の Visaのタッチ決済対応カードの発行は、9月末時点で 3,230万枚[5]となり、前年同月比で約 2.3倍と躍

進しました。利用可能な加盟店も、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ファストフード店や飲食店など日常利用

の店舗に加え、百貨店、商業施設、空港などにも拡大し、対応端末の設置数は、9月末時点で昨年同月比の 3.2倍[6]

となっています。特に日常利用の店舗での取引件数の急速に増加し、9月時点の昨年同月比で、スーパーマーケットは

約 30倍[4]、コンビニエンスストアでは約 8倍[4]となっています。 

 

2020は日本で初めて公共交通機関でも導入され、7月には茨城交通、9月には岩手県北バス 、10月には福島交通お

よび会津バスで Visaのタッチ決済の受け入れが開始されました。さらに、11月には、京都丹後鉄道でも利用可能とな

り、高速バスなどの固定運賃だけではなく、距離に応じて金額が変わる距離制運賃の決済にも対応が可能となりまし

た。Visaのタッチ決済対応カード一枚で、お買い物、公共交通機関での移動を行うことができ、日常生活における利便

性が大きく向上されると考えます。 
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さらに、Visaのタッチ決済は、福岡市実証実験フルサポート事業『観光・交通テック』 に採択され、乗り放題企画きっぷな

ど新たな乗車券販売方法を検証するプロジェクトを実施する予定になっており、今後多様な公共交通機関での展開が期

待されます。 

Visaでは、シンプルでスピーディーかつ、安心・安全な決済方法である Visaのタッチ決済をより多くの消費者の皆さまに

ご利用いただけるよう、対応カード発行ならびに利用可能な加盟店の拡大に注力してまいります。また、Visaのタッチ家

決済普及拡大を通じて、引き続き日本政府の目指すキャッシュレス化の目標達成に貢献できるよう努めてまいります。 

[1]:2020年 6月マイナビニュース調査 

[2]：M-Theory, 2016 年（Visa委託調査）: 秒数は原則金額確定からレシート受渡までの時間、一部サインあり取引を

含む 

[3]：マクロミル 2020年 9月（Visa委託調査） 

[4]：2020年 9月末時点、VisaNet 

[5]：発行会社からの報告ベース 

[6]：加盟店管理会社からの報告による 

〇Visaのタッチ決済に関する情報および利用可能な加盟店についてはこちらをご参照ください。 

https://www.visa.co.jp/pay-with-visa/featured-technologies/contactless.html 

〇2020年に発表した Visaのタッチ決済に関するニュースは、以下をご参照ください。 

2月 18日：5社カードにおける非接触決済を導入 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200218.html 

3月 26日 ：「Visa LINE Pay クレジットカード」のお申込みについてのお知らせ 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200326.html 

4月 13日 ：コカ・コーラの「マルチマネー対応自動販売機」で Visa・Mastercard・JCB・American Express のタッチ決済

（コンタクトレス決済）サービスに対応 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200413.html 

7月 7日：Fitbit Pay が Sony Bank WALLET と連携し日本で利用可能に 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200707.html 

7月 20日:【Visa Blog】タッチ決済による乗車が普及 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200720.html 

7月 21日：日本で初めて公共交通機関の車内に Visaのタッチ決済を導入！ 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200721.html 

8月 6日：Visa、新 TV-CMの放映を 8月 7日より開始 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-200806.html 

10月 22日：Visaの Tap to Phone、 世界の店舗の決済を大きく変える 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-201022.html 

11月 20日：日本で初めて鉄道に Visaのタッチ決済を導入！ 

https://www.visa.co.jp/about-visa/newsroom/press-releases/nr-jp-201120.html 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/64351/1/fullsupport_kankopj.pdf?20200703183629
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Visaについて 

Visaは、電子決済の世界的リーダーです。Visaのミッションは、最も革新的で信頼性が高く安全な決済ネットワークで世

界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。Visaが保有する最先端の グローバルなプロセシング

ネットワークである VisaNetは、毎秒 65,000件を超す取引を処理することができ、世界中に安全かつ信頼のおける電子

決済を提供します。デバイスにかかわらず、誰でもどこでも利用できるデジタル・コマースの急速な発展を目指し、Visa

は常にイノベーションの追求に邁進しています。世界がアナログからデジタルに移行しつつある今、Visaは自社のブラン

ド、商品、人材、ネットワーク、および企業スケールを活かして商取引の未来を形作っていきます。 

詳しくは https://usa.visa.com/about-visa/our_business.html （英語サイト）または www.visa.co.jp （日本語サイト）をご覧

ください。 

2021 年度 ANA 国内線航空輸送事業計画を策定 

新型コロナウイルス影響による需要変動を都度的確に見極め、柔軟性をもち機動的に対応します 

・使用機材の小型化を中心として一時的に事業規模を縮小し、徹底した費用削減を行います 

・国内線を収益の柱と位置づけ、高/需要路線を中心にネットワークを再編します 

• 新型コロナウイルスの影響による需要変動を都度的確に見極め、柔軟性をもち機動的に対応するため、運休・

減便が発生した場合については、引き続き月次で発表させて頂くとともに、需要回復が見込まれる場合は、機

材の大型化・増便で適切に対応してまいります。 

• 国内線の大型機の早期退役を進めるとともに、国際線機材を一時的に国内線に配置するなど、環境負荷の低

い中小型機を使用して運航費用を徹底的に抑制します。大型機の使用割合は 2020年度当初事業計画（※1）

比で 5割削減し、小型機は 3割増加します。 

• 需要動向や競争環境を踏まえて、一部路線で運休・減便を行うとともに、季節による需要波動の大きい路線に

おいては期間運航化により路線を維持し、収益性の向上を目指します。 

• 国内線を収益の柱と位置付け、収益の見込める路線においては積極的なネットワーク再編を行い、収入拡大を

図ります。夏季期間において、プレジャー需要が高い沖縄・北海道方面の期間増便や羽田＝宮古線の増便を

行います。 

 

 

国際線旅客便の輸送事業計画は 1月 26日、貨物専用便の輸送事業計画は 2月上旬に発表予定です。 

※1ANA NEWS 第 19‐103号 「2020年度 ANAグループ国内線航空輸送事業計画」（2020年 1月 22日発表） 

■路線・便数計画 

（1）運休・減便 

①通年の運休・減便 

需要動向や競争環境を踏まえ運休、減便をします。 

https://usa.visa.com/about-visa/our_business.html
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 ※2 4月 29日

～5月 5日、9月 3～5日、10～12日、17～20日、23～26日、10月 1～3日、8～10日、15～17日、22～24日、29～

30日は 6往復/日で計画 

※3 2020年度当初事業計画の運航日は 7月 17日～9月 30日のため、2021年度は通年運休 

②期間減便・期間運航化 

季節によって需要の変動が大きい路線の期間減便や期間運航化を進め、需給適合を追求します。 

 ※4 4月 1日、

23日は 3往復/日、4月 20日、21日、28日、5月 6日は 2.5往復/日で計画 

※5 4月 28日、5月 6日、6月 1日は 3.5往復/日で計画 

※6 4月 16日、5月 21日、25日、27日、28日、10月 1日、8日、12日、15日、18日、19日、21日、22日、26日、27

日、29日は 1往復/日で計画 

※7 6月 14日、15日、17日、18日、22日、25日、27日、29日は 1往復/日で計画 

※8 5月 12日は 0.5往復/日で計画 

（2）増便・再開 

①通年の増便 

需要動向や競争環境を踏まえ、以下の路線を増便します。 
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 ※9 7月 16

日、8月 31日は 13.5往復/日で計画 

②期間増便、高需要路線の増便 

沖縄・北海道方面を中心に高い利用率の見込まれる路線を増便します。 

 ※10 7月 16日

は 4.5往復/日で計画 

※11 8月 6日～16日は 8往復/日で計画 

（3）新型コロナウイルス影響への対応 

新型コロナウイルスの影響による需要変動を都度的確に見極め、柔軟性をもち機動的に対応するため、運休・減便が

発生した場合については、引き続き月次で発表させて頂くとともに、需要回復が見込まれる場合は、機材の大型化・増

便で適切に対応してまいります。 

JAL グループ、2021 年度国内線基本便数計画を決定 

ＪALグループは、2021年度国内線の基本便数計画を決定しました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響などによ

り需要動向が変動した場合には、供給調整を行いお知らせいたします。 

【トピックス】 

• 東京（羽田）発着の沖縄離島路線（宮古、石垣、久米島線）について、JAL便名での運航を開始します。東京

（羽田）=宮古線、東京（羽田）=石垣線では需要動向に応じて運航機材の大型化を実施し、提供座席数を増やし

ます。 
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• 日本トランスオーシャン航空（JTA）の季節運航便として、夏季期間を中心に大阪（関西）=宮古線、名古屋（中

部）=宮古線および名古屋（中部）=石垣線を新たに設定(*1)します。 

• 北海道エアシステム（HAC）の札幌(丘珠)発着路線において、夏季期間には新たに奥尻線を開設する(*2)ととも

に、女満別線の週 3便運航を継続します。 

• 日本エアコミューター（JAC）の鹿児島発着路線において、繁忙期を中心に屋久島線、徳之島線および沖永良

部線を増便します。 

• 日本航空（JAL）ではエアバス A350-900型機の導入をさらに進め、北海道エアシステム（HAC）では 2021年度

中に ATR42-600型機への機材更新を完了します。高い快適性と省燃費かつ低騒音という環境性能を兼ね備

えた新型機への更新を計画的に進め、JALグループとして CO2排出量を削減し環境負荷低減に貢献していき

ます。 

JALグループはお客さまの利便性を高めるとともに、今後も空港・機内においてお客さまと共に常に衛生的で清潔な環

境を作り、安心いただける空の旅を提供してまいります。 

(*1) 2021年 1月 19日付 JTAプレスリリース第 20070号「JTA、2021年度基本便数計画決定」参照 URL：https://jta-

okinawa.com/pressrelease/20070/ 

(*2) 2021年 1月 19日付 HACプレスリリース第 20010号「2021年度夏期ダイヤより新路線の札幌(丘珠)=奥尻線を開

設」参照 URL：http://www.info.hac-air.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/HACPRESSRELEASE_20010.pdf 

※以下の計画とスケジュールは関係当局への申請と認可を前提としております。 

詳細 

【開設・再開】 

 

 (*3）詳細につきましては、JAL時刻表または JAL Webサイトをご確認ください。 

【増便】 

 (*4) 2020年度

冬期ダイヤの週 3便運航を継続。(*5) 詳細につきましては、JAL時刻表または JAL Web サイトをご確認ください。 

https://jta-okinawa.com/pressrelease/20070/
https://jta-okinawa.com/pressrelease/20070/
http://www.info.hac-air.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/HACPRESSRELEASE_20010.pdf
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【減便】 

 (*6) 7月 16日

～8月 31日は、ボーイング 737-800型機(165席仕様)からボーイング 777-200型機(375席仕様)に大型化し運航。同

期間は季節運航便の東京（羽田）=久米島線（ボーイング 737-800型機 1便）を運航。 

(*7) 詳細につきましては、JAL時刻表または JAL Webサイトをご確認ください。 

【東京（羽田）発着の沖縄離島路線における JAL(JL)便名での運航開始について】 

東京（羽田）=宮古線、東京（羽田）=石垣線および東京（羽田）=久米島線の計 3路線については、2021年 3月 28日

（日）搭乗分より、便名を現行の JTA(NU)から JAL（JL）に変更します。また同日搭乗分より、当該 3路線において、JTA

は JALならびに株式会社ジェイエア（J-AIR）、JAC、HAC との共同引受（*8）による運航を開始します。これにより、お客

さまや貨物の需要動向に適合した機材大型化が可能となり、より柔軟にお客さまニーズにお応えしてまいります。 

(*8) 国内線において、本邦航空運送事業者が他の本邦航空運送事業者と共同運送を行う場合、旅客または荷主に対

して、連帯して運送責任（利用者に対する損害賠償責任を含む）を負うことをいいます。 

＜対象路線＞ 東京（羽田）=宮古、東京（羽田）=石垣、東京（羽田）=久米島線の全便 

＜対象期間＞ 2021年 3月 28日（日）搭乗分～ 

＜販売開始＞ 2021年 1月 20日（水）12時ごろ～ 
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