
「2014 鉄道の日フェア」開催について

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社
岡 山 電 気 軌 道 株 式 会 社

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社（岡山市北区駅前町 2丁目 1-7、執行役員岡山支社長：中村圭二郎）
と岡山電気軌道株式会社（岡山市北区岡南町 1-14-41、代表取締役社長：小嶋光信）では、10月 14日
の「鉄道の日」を迎えるにあたり、今年もお客様に公共交通機関に対する理解を深めていただくととも
に、日頃ご利用のお客様への感謝の気持ちを表すイベントを共同で開催いたします。
お子様にもお楽しみいただけるイベントなどを多数ご用意しておりますので、ぜひご来場ください。

１ 開催日時
平成２６年１０月１１日（土） １０：００～１６：００
※ 荒天の場合は中止する場合があります。

２ 開催場所
・ 岡山駅前広場（東口）
・ 岡山一番街自由通路（岡山駅地下改札口正面）
・ 岡山電気軌道株式会社 東山車庫

３ イベント内容
（１）会場別イベント
【岡山駅前広場（東口）】
〔ブース〕
ミニ新幹線運転、新幹線ふわふわバルーン、こども用制服記念撮影、北陸新幹線パネル展、
非常停止ボタン体験、山陽新幹線公式キャラクター「カンセンジャー」等のグッズ販売、
たまルンＩＣＯＣＡ販売、山陽女子高等学校ＪＲＣ部によるチャリティーバザー「仁」＆
募金活動、飲食ブース、プラレール展示、グランヴィア工房のパン販売、
Ｊ－ＷＥＳＴカード入会申込イベント、井原鉄道コーナー、公共の交通ラクダコーナー、
ＥＳＤ世界会議ＰＲコーナー
〔ステージ〕
「カンセンジャー」ショー＆記念撮影会、
ＪＲ＆両備グループによるうらじゃ演舞、鉄道少年団活動 PR＆団員募集、
イコちゃん・カンセンジャーグッズなどが当たる○×クイズ

【岡山一番街自由通路】
プレイランド（プラレール）※○ＣTOMY「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

【岡山電気軌道株式会社 東山車庫】
小学生ちょこっと運転体験、たま駅長代理じゃんけん大会、岡電懐かし映像上映会、
ミニＭＯＭＯ運転、グッズ販売コーナー、創業時の岡電資料セットの限定販売
<特別参加>山陽女子高等学校 SGSGオニぎりくんカフェ、はたらくクルマの展示、

鉄道模型運転会、２０１５おかやま路面電車フォトコンテスト詳細発表、
県警防犯電車出発式、ＪＡＦ「交通安全ドレミぐるーぷ」公演

（２）記念演奏会の実施（岡山駅前広場）
ＪＲ西日本岡山支社と両備グループ両社のバンドによる記念演奏会を実施します。
・ＪＲ西日本岡山支社バンド名：マリンライナーズ
・両 備 グ ル ー プ バ ン ド 名：オルケスタ・デ・ブルースプリングス

（３）その他
当日、駅前広場のステージにおいて、開催にあたり主催者より一言ごあいさついたします。
〔予定〕西日本旅客鉄道株式会社 執行役員岡山支社長 中村 圭二郎
〔予定〕両備ホールディングス株式会社 代表取締役社長 松田 久

４ スタンプラリーの開催
岡山駅前広場、岡山電気軌道東山車庫にスタンプを設置します。２つのスタンプを集めると、

岡山駅前広場のブースにおいて、抽選によりオリジナルグッズ等をプレゼントします。

５ 入場料
各会場無料

６ 協力各社
このイベントは、井原鉄道株式会社、株式会社ジェイアールサービスネット岡山、

山陽ＳＣ開発株式会社、株式会社ホテルグランヴィア岡山、両備バスカンパニー、岡山交通株式会社、
ｏｎｉビジョン、玉野市電保存会、鉄道友の会岡山県支部、山陽女子高等学校、岡山中央警察署、
公益財団法人交通道徳協会、ＮＰＯ法人公共の交通ラクダの皆様のご協力をいただいております。



１ 岡山駅前広場（東口）

■ステージイベント

時刻 項目 出演者等

10:00 オープニング合同演奏
・ＪＲ：マリンライナーズ
・両備：オルケスタ・デ・ブルースプリングス

10:15 主催者あいさつ

〔予定〕
・西日本旅客鉄道株式会社
     執行役員岡山支社長  中村　圭二郎
・両備ホールディングス株式会社
　　 代表取締役社長　松田　久

10:20 ＪＲバンド＆両備バンド演奏
・ＪＲ：マリンライナーズ
・両備：オルケスタ・デ・ブルースプリングス

11:30
山陽新幹線公式キャラクター
「カンセンジャー」ショー＆写真撮影会

・カンセンジャー
※写真撮影会の整理券は10:30より会場内のスタンプ
　ラリー抽選受付ブースにて配布します。

12:30 うらじゃ演舞
・ＪＲ：旋光
・両備：チームたまルン

13:00 鉄道○×クイズ ・イコちゃん

14:00
山陽新幹線公式キャラクター
「カンセンジャー」ショー＆写真撮影会

・カンセンジャー
※写真撮影会の整理券は13:30より会場内のスタンプ
  ラリー抽選受付ブースにて配布します。

14:50 鉄道少年団活動ＰＲ・団員募集
・鉄道少年団
・交通道徳協会

15:00 ＪＲバンド＆両備バンド演奏
・ＪＲ：マリンライナーズ
・両備：オルケスタ・デ・ブルースプリングス

16:00 終了

※スケジュールは予定です。変更する場合があります。

■会場内ブース

内容等

・対象年齢 ４歳～９歳
・お一人様１０分

・安全面等を考慮し小さなお子様には保護者の
　同伴が必要になります。

・駅長さんの制服を着て記念撮影

・平成２７年３月１４日デビューする北陸新幹線
　Ｗ７系の写真パネルを展示

・駅のホームに設置してある非常停止ボタンの体験

・新幹線チョロＱ、カンセンジャーグッズ等の販売
※協力：株式会社ジェイアールサービスネット岡山

・両備ストアなどで販売している記念ＩＣＯＣＡの
　「たまルンＩＣＯＣＡ」の販売
・部員による手作りクッキーなどの販売及び募金活
  動を行い、売り上げ・募金は震災遺児の方々へ
 「みちのく未来基金」を通じて寄付させていただき
  ます。
※協力：山陽女子高等学校

・たこぺい焼き、イカ焼き、フランクフルト、
　倉敷ぎょうざ、ドリンク等の販売
※協力：株式会社ジェイアールサービスネット岡山

・グランヴィア工房で販売しているパンを特別に会
  場で販売。
※協力：株式会社ホテルグランヴィア岡山

・ご入会の方へ粗品を進呈

・井原線の制服を着て井原線マスコットキャラク
  ター「いっちゃん」と記念撮影
※協力：井原鉄道株式会社

・ＬＲＴ鉄道模型運転会等
※協力：ＮＰＯ法人公共の交通ラクダ

・ＥＳＤ世界会議についてのご案内
※協力：岡山市ＥＳＤ世界会議推進局

※イベント内容は変更する場合があります。

Ｊ－ＷＥＳＴカード入会申込イベント

非常停止ボタン体験

グッズ販売

山陽女子高等学校ＪＲＣ部による
チャリティーバザー「仁」＆募金活動

こども用制服記念撮影

ＥＳＤ世界会議ＰＲコーナー

公共の交通ラクダコーナー

項目

たまルンＩＣＯＣＡの販売及びご利用案内

飲食ブース

ミニ新幹線に乗ろう

新幹線ふわふわバルーンで遊ぼう

北陸新幹線パネル展

井原鉄道コーナー

グランヴィア工房のパン販売



２ 岡山一番街自由通路（地下改札口正面）

■イベント

内容

※イベント内容は変更する場合があります。

３ 岡山電気軌道 東山車庫

■イベント

内容

・１１時００分～１２時３０分
  募集定員：２５名様
・１３時３０分～１５時００分
  募集定員：２５名様
・受付け：当日１０時より東山車庫会場にて先着順

・会場内にいる、たま駅長代理を見つけてじゃん
  けんに勝ったら粗品をプレゼント

・懐かしの岡電の映像を上映
※協力：鉄道友の会岡山県支部

ミニＭＯＭＯ運転
・１０時００分～１５時３０分
・乗車無料
・雨天中止

・新作缶バッチ等の販売

・１００年前の計画路線図の写しを含む、
  岡電１００年前セットを限定５０セット販売
※１セット５，０００円（税込み）

※イベント内容は変更する場合があります。

・旧岡電本社がカフェになります
※路面電車１日乗車券提示で、オニぎりくん丼
  ５０円引き
※協力：山陽女子高等学校

・レトロバス（ＳＡＩＢＵＳ）
・ユニバーサルデザインタクシー
　（次世代型標準仕様のタクシー）
・ｏｎｉビジョンテレビ中継車
・白バイ、パトカー
・おもちゃ王国キャンペーンカー
※協力：両備バスカンパニー、岡山交通株式会社、
　　　　ｏｎｉビジョン、岡山中央警察署、
　　　　おもちゃ王国

※協力：鉄道ファン有志

・写真コンテスト詳細発表
※協力：おもちゃ王国
・１０：００出発
※協力：岡山中央警察署
・１０：３０～
※協力：ＪＡＦ

※イベント内容は変更する場合があります。

４　スタンプラリー開催（10時～15時）

県警防犯電車（３００５号）出発式

ＪＡＦ「交通安全ドレミぐるーぷ」公演

岡電懐かし映像上映会

グッズ販売コーナー

創業時の岡電資料セットの限定販売

■特別参加

鉄道模型運転会

２０１５おかやま路面電車フォトコンテスト
詳細発表

プレイランド

項目

山陽女子高校ＳＧＳＧオニぎりくんカフェ

はたらくクルマの展示

小学生ちょこっと運転体験

  岡山駅前広場、岡山電気軌道東山車庫へ設置してあるスタンプを押し、２つのスタンプが揃っ
たら、岡山駅前広場のブースにて抽選によりオリジナルグッズ等をプレゼントします。なお、ス
タンプ台紙は、スタンプの近くに設置いたします。

・入場無料
・小学生低学年以下のお客様
・プラレールでご自由に遊べます。
・当日、９時３０分より整理券を配付します。
※協力：山陽ＳＣ開発株式会社

項目

たま駅長代理じゃんけん大会



５　その他

・予 約 個 数 ：お引渡し日、１日あたり１０個限定 （計３０個）

・販 売 価 格 ：３，０００円（税込み）

・予約連絡先  ：ホテルグランヴィア岡山　カフェレストラン オリビエ

                ＴＥＬ：０８６－２３４－７０００（代表）    

■　イベントについてのお問い合わせ先

    西日本旅客鉄道株式会社岡山支社（営業課）ＴＥＬ：０８６－２２５－１１７０

    岡山電気軌道株式会社（電車営業部）　　　ＴＥＬ：０８６－２７２－５５２０

・お引き渡し日：平成２６年１０月１１日、１２日、１３日いずれか

　ホテルグランヴィア岡山では、鉄道の日にあわせ「新幹線ケーキ」を予約販売します。

・予 約 期 間 ：平成２６年９月２０日～お引渡し日の３日前（12:00）まで

イメージ
(お引き渡し箇所）


