JR西日本
2021 年 ４ 月 27 日
西日本旅客鉄道株式会社

山陽本線（厚狭～下関間）開業 120 周年イベント等の開催について
2021 年５月 27 日（木）、山陽本線 厚狭～下関間は 1901 年（明治 34 年）の開業から 120 周年を迎えます。
120 周年の節目を記念し、日頃のご愛顧への感謝の意を込めて、地域の皆さまや鉄道をご利用のお客様にお楽し
みいただけるイベントや記念乗車券の販売を下記のとおり実施いたします。
記
１ 下関駅でのイベント
（１） 120 周年記念列車出発式
120 周年記念列車として、2015 年に引退したトワイライトエクスプレスの牽引機関車として活躍してい
た電気機関車「ＥＦ65-1124」が、ＳＬ「やまぐち」号などで使用している「35 系レトロ客車」を牽引する、
特別な列車を運行いたします。出発に先立ち、始発駅となる下関駅において以下の通り出発式を行います。
※120 周年記念列車の詳細については「別紙１」をご参照ください。
【出発式典概要】
① 日時 ： 2021 年５月 30 日（日）午前 10 時～午前 10 時 40 分頃（記念列車は午前 10 時 38 分に発車予定）
② 場所 ：下関駅９番ホーム
③ 出席者
【ご来賓】
下関副市長
三木 潤一 （み き じゅんいち）様
下関観光コンベンション協会 会長
冨永 洋一 （とみなが よういち）様
【主催者】
執行役員 広島支社長
藏 原 潮 （くらはら うしお）
下関管理駅長
保見 孝好 （ほ み たかよし）
④ 内容
・平家踊り保存会「彦島連」による平家踊り・平家太鼓のご披露
・ご来賓の皆さま、JR 西日本広島支社長、下関管理駅長による出発合図
※下関管理駅長が出発１分前に「振鈴」を鳴らします。
⑤ その他
・下関市キャラクター「せきまる」
、JR 西日本から下関駅のキャラクター「関安子（せき あんこ）
」も
登場します。
・記念列車にご乗車のお客様には、下関市より下関銘菓をプレゼントいたします。
（２） 山陽本線厚狭～下関間開業 120 周年記念イベント「第７回下関駅コン」
（主催：JR 西日本下関管理駅 協力：エキマチ下関推進協議会）
平素より下関駅をご利用いただいている皆さまへの感謝と、駅周辺のにぎわい創出を目的として、定
期的に「下関駅コン」を開催しています。駅コンとは「駅コンサート」の略称で、地域の方々によるス
テージでの音楽演奏など、様々な催しをお楽しみいただくイベントです。７回目となる「下関駅コン」
を 120 周年記念イベントとし、
地元の皆様にもご協力をいただき、
120 周年記念イベントを盛り上げます。

【第７回下関駅コン概要】
① 日時 ： 2021 年５月 30 日（日）午前 10 時～午後４時
② 場所 ： 下関駅前「エキマチ広場（日本セレモニーウォーク）
」
内容 ： ※雨天の場合は内容が変更または中止となる場合があります。
（ⅰ）ステージの催し（午前 11 時 30 分～午後４時）
地元の吹奏楽やアマチュアバンドの演奏・ダンスチームの演技をお楽しみいただけます。
（ⅱ）お子様向け無料ゲームコーナー等
鉄道のおもちゃ、JR 社員手作りゲーム、輪投げ、お楽しみ抽選会など、ぜひご家族でお楽しみ
ください。ミニ写真展の開催や特製スタンプコーナーなども設置予定です。
（ⅲ）エキマチマルシェ
エキマチ下関推進協議会のご協力により、ハンドメイド、アート作品等のマルシェを開催します。ま
た、JR 西日本グループ会社による鉄道グッズの販売を行います。
２ 記念乗車券・記念入場券セットの発売
５月 27 日（木）午前９時より、
「山陽本線 厚狭～下関駅間開業 120 周年記念乗車券・記念入場券」を特別台紙
とともに、数量限定で発売いたします。ぜひお買い求めください。
※詳細については「別紙２」をご参照ください。

以上

別紙１

山陽本線（厚狭～下関間）開業１２０周年記念列車運転について

【35 系レトロ客車】

１ 運転日

【EF65 機関車】

2021 年５月 30 日（日）
２ 運転区間・運転時刻
下関～柳井（往復運転）
※当日は写真のテールマークは取り外し運転致します。

【往路】下関 → 柳井
下関

新下関

厚狭

柳井

10：38 発

10：50 発

11：17 発

12：55 着

柳井

厚狭

新下関

下関

14：45 発

16：26 着

16：52 着

17：05 着

【復路】柳井 → 下関

３ １２０周年記念列車の特徴
（１）旧トワイライトエクスプレスの客車を牽引したＥＦ65 機関車で 35 系レトロ客車を牽引します。
※やむ得ない事情により上記の機関車で運転できない場合もあります。
（２）機関車にオリジナルヘッドマークを取り付けて運転します。
４ 地元のイベントやおもてなし
（１）下関でのイベント
記念列車出発式、地元の吹奏楽団やアマチュアバンドの演奏、お子様向け無料ゲーム（鉄道おもちゃ、ＪＲ社員
手作りゲーム、輪投げ、お楽しみ抽選会等）の開催、エキマチマルシェの開催。
（２）柳井でのおもてなし
・阿月神明祭で奉納される神明踊りの披露、地元特産品やお土産品の販売、地元民芸品製作体験。
※地元民芸品製作体験は、先着順となります。また、別途体験代がかかります。
・オリジナル記念硬券の配布及び国鉄時代に使用していた入鋏用はさみで入鋏体験。
５ 販売方法
旅行会社（日本旅行）にて、お弁当がセットになった柳井でのフリープラン旅行商品として発売します。
「35 系レトロ客車」記念列車の旅行商品は、４月 28 日（水）15 時から発売を開始します。
※岡山・広島方面からこだま号・ひかり号利用のセットプランの旅行商品も発売します。
６ 発売箇所
日本旅行 広島予約センター：0570-200-250（通常 10：00～17：00）
日本旅行 山口支店：083-972-2211（10：00～18：00／土・日・祝休業）及び
日本旅行・日本旅行リテイリングの西日本エリアの支店・店舗
※但し、上記に記載の広島予約センター及び山口支店以外の西日本エリアの支店・店舗については、緊急事態宣言の
発出に伴い、現在多くのお店が休業又は電話受付のみとなっています。この２支店以外の支店・店舗でお申し込み
の場合は、事前に当社ホームページから営業状況をご確認ください。⇒ https://www.nta.co.jp/shop/
※また広島予約センターにつきましても「５月２日～５日」は休業となり、インターネットのみでの受付となります。
予約可否の回答は５月６日以降になる場合がございます。予めご了承ください。

７ 旅行代金等
店舗等でパンフレットをご覧ください。なお、詳しい商品内容につきましては、下記の日本旅行ホームページからも
ご覧いただけます。
「日本旅行 コイコイ旅ネット」https://www.nta.co.jp/chugoku/ 左記ＵＲＬ内のバナーに記載

以上

別紙２

山陽本線（厚狭～下関間）開業120 周年記念乗車券・記念入場券の発売について

〇 商品名

「山陽本線 厚狭～下関間開業 120 周年記念乗車券・記念入場券」

〇 発売期間

2021 年５月 27 日（木）～2021 年 12 月 31 日（金）
※午前９時より一斉発売。ただし、なくなり次第発売終了

〇 利用期間

2021 年５月 27 日（木）～2021 年 12 月 31 日（金）までの
乗車券は使用開始日から連続した２日間、入場券は１日間１回限り有効

〇 発売箇所

下関駅のみどりの窓口、新下関駅（新幹線口）
、厚狭駅（在来線口）

〇 商品内容

埴生・小月・長府・新下関・幡生・下関駅の記念入場券、下関～厚狭間往復乗車
券（Ｂ型硬券 57.5 ㎜×25 ㎜・合計８枚）とオリジナル台紙のセット

〇 おねだん

１セット 3,000 円

〇 発売数量

限定 1500 セット（ご購入はお一人様 10 セットまでといたします）

〇 その他

・ご購入は現金のみとさせていただきます。
・インターネット、電話、郵送等での販売はいたしかねます。発売箇所にてお買
い求めください。
・ご購入の際、混雑状況により新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
お並びいただく人数制限等、規制させていただく場合があります。あらかじめ
ご了承ください。また、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、手指消
毒の実施にご協力をお願いいたします。
・券番を指定してのご購入はできません。また、台紙と硬券を別々に購入するこ
とはできません。
・発売後の払い戻しには応じかねます。
・下関駅のみどりの窓口は 11 時～15 時まで閉鎖となっておりますので、 ご注意
ください。発売初日の５月 27 日（木）のみ午前９時～午後５時まで下関駅と新
下関駅で臨時専用発売所を設置します。
・新下関駅南口および厚狭駅新幹線口の窓口では発売いたしませんのでご注意く
ださい。
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