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京都鉄道博物館

バナー・フラッグ掲出予定箇所

水族館、鉄道博物館、公園というそれぞれの強みが発揮
できるようなコラボレーションを期待します

Voice 社外からの一言

京都水族館は、「見る水族館」から「感じる水族館」へというコンセプ
トでお客様のコミュニケーションを促進する施設をめざしています。

水族館と鉄道博物館、公園という3つの組み合わせは、文化エリア
として類を見ず、地域コミュニティの核になりえます。地域共生の答え
は地域にあり、今回のプロジェクトでは、JR西日本主導で地域のさま
ざまな人がつながった意義が大きいですね。今後とも
JR西日本が地域共生企業としての真骨頂を発揮し、そ
れぞれが強みを発揮できるようなコラボレーションが
できればと思います。

「水と共につながる、いのち。」を
コンセプトに2012年3月に
開業した京都水族館

オリックス水族館㈱

代表取締役  三坂 伸也 様

取締役兼常務執行役員　
近畿統括本部長

長谷川 一明

地域共生企業
をめざして

特集

近畿エリア

磨く

長谷川 一明

地域の皆様と連携し、エリアの活性化を進めます
近畿エリアでは、利便性・快適性に優れ、安心・信頼される鉄道輸送サービスの提供を機軸に、創

造事業部門と一体になって、お客様や地域の皆様の暮らしを豊かにする価値を提供することをめざ
しています。地域の皆様と連携し、事業活動を通じた地域の活性化に向けた具体的な取り組みを積
み重ねることに加え、大阪環状線改造プロジェクトや京都鉄道博物館プロジェクトをはじめとするプ
ロジェクトを推進し、魅力ある豊かな近畿エリアの創造に貢献したいと考えています。

京都・梅小路エリアにおいては、2016年春の京都鉄道博物館開業を見据え、世界的な観光都市・
京都の新しい魅力づくりに、地域の皆様とともに取り組んでいます。
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2016年春の京都鉄道博物館の開業を契機
に、京都駅から梅小路公園周辺までのエリア
における持続的な回遊性の向上やにぎわいづ
くりを目的として、エリア内の企業や団体の皆
様に参加していただき、京都市や地域の皆様
と一緒に、具体的な取り組みを進めています。

地域の皆様とともに、京都・梅小路
みんながつながるプロジェクト

（京都・梅小路まちづくり推進協議会）
に取り組んでいます

安心して楽しく歩いていただく
ためにモニュメント（25体 程
度）を設置し、バナー・フラッグ
を掲出します

エリア内の一体感向上のために、地域の皆
様とともに清掃活動を実施しています

博物館運営を通じて地域の活性化に貢献
し、地域経済･文化の発展に貢献できる企
業となれるように「地域と歩む鉄道文化拠
点」を基本コンセプトにしています

モニュメント例（イメージ）
（D51形、C62形蒸気機関車を
デザイン）

‘16 春 開業 京都鉄道博物館

バナー例（イメージ）

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」で美しい日本の姿を
再発見する特別な旅を提供します

人的ネットワークを活かして、山陰の隠れた
いいものを発掘、発信していきます

Voice 社外からの一言 山陰エリアにおいて、JRと一体となって、地域の豊富な資産をビジネスにつなげる
取り組みを進めています

田部 真孝 様

これまで、風光明媚で歴史や文化があり食べ物も美味しいといった山陰地域の魅力を、地元の者も
十分にPRできていませんでした。このたび、JR西日本が企画した「山陰いいもの探県隊」の旗印のも
と、私も隊員の一人として、そのような課題を地域全体で共有し、地域の魅力を広め、ビジネスにつな
げる取り組みを進めています。JR西日本には、地域でのリーダーシップの発揮を期待しています。

とくに、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の立ち寄り観光先に決まった「菅谷たたら」は、私の先祖が
代々経営していました。日本の近代化に寄与した歴史や文化、人の営み、たたらに必要な水や風をはじ
めとする自然や風土などをトータルで感じていただきたいですね。

そして、瑞風が、地域を走ることを通じ、人・もの・情報といった地域のあらゆる魅力を線でつなぐと
ともに、長く愛され、地域をプロモーションする媒体機能を十分に果たしてもらいたいと思っています。

㈱田部
代表取締役社長

HP http://twilightexpress-mizukaze.jp/

HP http://sanin-tanken.jp/

すがや

取締役兼常務執行役員　
鉄道本部副本部長　
鉄道本部営業本部長　

堀坂 明弘

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」で美しい日本の姿を 人的ネットワークを活かして、山陰の隠れた

堀坂 明弘
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2017年春に運行開始を予定している「TWILIGHT EXPRESS 瑞
風」は、2015年3月まで運行されたトワイライトエクスプレスの伝統
を受け継ぎます。

日本海や大山、瀬戸内海の多島美などの車窓からの景色をお楽
しみいただくとともに、沿線の途中駅に立ち寄り、地域の歴史や文
化に触れていただきます。

2014年7月、山陰エリアの優れた地域資源を再発見・
再評価し、地域内外に発信し地域活性化に活かしていく
ことを目的に、「山陰いいもの探県隊」を地域の皆様ととも
に結成しました。これまでに、公式ウェブサイトを立ち上
げたほか、当社の強みである情報発信力と山陰エリア外
へのネットワーク力を活かし、大阪、東京、松江などで「マ
ルシェ」を開催し、山陰エリアの魅力を発信してきました。

ここで蓄積された食材や工芸品、自然や風土、歴史・文
化などさまざまな地域資源は、「TWILIGHT EXPRESS 
瑞風」のコンテンツとしても提供される予定です。

地域共生企業
をめざして

特集

西日本各エリア

活かす

運行路線

1泊2日の片道タイプと2泊3日の周遊タイプをご用意し、1日1回立ち寄り
観光を実施します。
旅は、大阪・京都、下関の各駅から始まり、下関、京都・大阪に至ります。
山陽本線経由と山陰本線経由をご用意します。

立ち寄り観光とともに、旅程の途中において沿線でのおもてなしや沿線の魅力を発信する
イベントもご用意します。

日               程

始発・終着駅
運 行 ル ー ト

：

：
：

下関

宍道・松江 城崎温泉

出雲市

鳥取

岡山倉敷
東萩

岩国

東浜

京都

大阪宮島口

尾道

中海宍道湖大山圏域市長
会・同 経 済ブ ロック協 議
会・山陰中央新報社・JR西
日本(山 陰 いいもの 探 県
隊)の共同で松江市内にお
いて「山 陰 い い も の マル
シェ」を開催

TWILIGHT EXPRESS 
瑞風　車両イメージ

‘15 6月

西日本各エリアの魅力発信、活性化を進めます
2017年春に運行を開始する「TWILIGHT EXPRESS 瑞風（みずかぜ）」は、トワイライトエク

スプレスの伝統と誇りを継承する列車として、車窓風景、車内での食事や上質で快適な車両な
ど鉄道ならではの旅の楽しみを提供することはもとより、列車を通じて地域の方とともに沿線
の魅力を発信していきたいと考えています。

また、「瑞風」が走る西日本各エリアでは、地域の皆様とともに地域の魅力ある資源を再発見
し、発信する取り組みが始まっています。当社の強みを活かしてエリアにおける観光振興や地
域活性化に貢献できるよう、地域の皆様と連携していきます。

　近年、九州新幹線開業や海外からのお客
様の増加により、「関西の玄関口」としての期
待がますます高まっている新大阪駅。その
在来線改札内に2015年3月、当社エリアの
改札内としては最大規模となる商業施設「エ
キマルシェ新大阪」がオープンしました。関
西ゆかりの老舗店舗や企業アンテナショッ
プなど、改札内にいながら関西ならではの
買い物や食事をお客様に楽しんでいただけ
る店舗を取り揃えることで、駅をご利用のお
客様に地域の魅力を発信していきます。

駅ナカで関西の魅力を発信
～関西ならではのものを集め、

「エキマルシェ新大阪」が開業～

地域農業の発展に貢献するために

農業の底上げのために、行政・農家など関係
者に訴え、巻き込んでいく役割を期待します

Highlight

当社のもつ地域とのネットワークを活かし、生産者へ
の農産物の国際認証規格グローバルGAP＊1の取得支
援とグローバルGAP取得農産物の卸売という、農業の
生産・流通における新たなビジネスモデルを普及させ、
西日本エリアの地域農業の発展をめざしています。

㈱ファーム・アライアンス・
マネジメントへの資本参加

Voice 社外からの一言

日本の農業は高齢化が進み危機的状況にあります
が、自分達が気づいていない鉱脈を再発見し掘ってい
けば世界で戦える部分もあるはずです。JR西日本の沿
線でも農業が経済を担う割合が大きいエリアがあり、
農業の底上げにより地域経済を立て直すことができる
と考えています。

グローバルGAPは、国際的に通用する規格であり、生
産者にとって、農産物の安全確保だけでなく、生産規模

の拡大がスムーズになるなど、農業
全般に効果をもたらすツールです。

JR西日本の発信力や信用力は非
常に大きいので、取り組みの社会
的意義を行政・農家など関係者に

訴え、巻き込んでいく役割を大い
に期待しています。

㈱ファーム・アライアンス・マネジメント
代表取締役　松本 武 様

生産者

❷グローバルGAP取得農産物の卸売

❶国際認証規格グローバルGAPの
　取得支援

（独自開発した生産情報管理システムを活用）
㈱ファーム・
アライアンス・
マネジメント

規模拡大、安定
生産、供給を試
みたいという意
欲のある農家

お客様
安 全 な 農 産 物
を 安 定 価 格 で
手 に 入 れ た い
一般消費者

小売
安 全で 均 質 な
農 産 物 を 大 量
に 仕 入 れ た い
流通大手

電車の待ち時間や乗り換え時に
さっと立ち寄れる便利な立地に、
関西ゆかりの老舗店舗や企業ア
ンテナショップなど計26店舗が
出店（第1期）

地域共生企業
をめざして

特集

用語解説 ＊1 グローバルGAP（Good Agricultural Practice：適正農業規範）：農業生産工程の国際的認証規格であり、食品の安全、労働環境の安全、
　   地球環境の保全を目的とし、農業生産工程が正確に実施、記録されていることを証明します

事業創造

伸ばす

駅ナカで関西の魅力を発信
～関西ならではのものを集め、

快適な暮らしの実現をサポートするとともに、
地域産業の活性化に寄与していきます

鉄道をご利用のお客様や、沿線にお住まいの皆様の利便性向上に向け、流通や不動産を
中心とした生活関連サービス事業を拡大するとともに、鉄道会社ならではの土地などの経営
資源を最大限活用した事業展開に努めています。

新たな事業分野へのチャレンジにおいても、「地域との共生」を具現化する事業展開を強く
意識し、地域の生活基盤の充足や地域産業の活性化に貢献できる事業について、特色ある
企業や地域の皆様、自治体などと連携しながら、開拓・育成に積極的に取り組んでいます。

代表取締役副社長兼
執行役員
創造本部長 矢吹 靜

‘15 3月
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京都駅

京都水族館

モニュメント設置予定箇所


