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伯備線・山陰本線(伯耆大山～西出雲)電化開業 40 周年記念
スペシャル企画を実施します！！
伯備線・山陰本線(伯耆大山～西出雲)が電化開業してから 2022 年７月で 40 周年を迎えます。
JR 西日本ではこれを記念して、地域の皆様と連携させていただきながら、鉄道と山陰エリアの魅
力がつまったスペシャル企画をご用意しています。
ぜひこの夏は、列車に揺られ、自然豊かな車窓を楽しみながら、鉄道ならではの旅をお楽しみく
ださい。
１ 山陰エリアの特産品と「やくも」がコラボした限定商品を発売します！
地域の皆様と協働した山陰エリアの活性化に向けた取り組みとして、山陰エリアの特産品と
特急「やくも」がコラボレーションした限定商品を発売します。
・久米桜麦酒株式会社
やくもラベル大山 G ビール
■大山 G ビール 「八郷(やごう)」 [国鉄色 381 系ラベル]
地元農家の方と協力して栽培・収穫した酒米「山田錦」を、
ベースとなるヨーロッパ産麦芽にブレンドしました。
フルーティーでスパイシーな香味が豊かに感じられ、「山田錦」
を配合したことで、ソフトな口当たり、独特の甘みがバランス
よくマッチしています。７%という高めのアルコール度数も合
わさり、芳醇でしっかりとした味わいに仕上がりました。(ア
ルコール７%)
販売価格：600 円(税込 660.00 円)※予定
■大山 G ビール 「ヴァイツェン」 [国鉄色キハ 181 系気動車ラベル]
大山 G ビールの代表銘柄。2011 年ワールド・ビア・アワードで世界一受賞!
小麦のビール。バナナを思わせるフルーティーな香り、苦味を感じさせないレベルにまでお
さえた、飲み口の良いビールです。(アルコール５%)
販売価格：500 円(税込 550.00 円)※予定
■大山 G ビール 「ピルスナー」 [ゆったりやくも 381 系ラベル]
ラガ ービ ール の定 番。 淡色 モル トの 穏や かな 香り 、低 温で 長期 間の 熟成 をお こな った 、
すっきりとした爽快感が味わえます。(アルコール５%)
販売価格：500 円(税込 550.00 円)※予定
※３種セット用のオリジナルボックスをご用意しています。
販売価格：100 円(税込 110.00 円)※予定

・合同会社大根島研究所
YAKUMO クラフトビール
「国鉄色リバイバルやくも」をデザインしたオリジナルクラフト
ビール。
ビールに使用する麦芽で色味付けし、
「やくも」の車体に使われる
赤色を表現しています。
販売価格：555 円 (税込 610.50 円)
発売開始：2022 年 7 月 1 日(金)※予定
発売箇所：山陰エリアの主な駅の売店
(おみやげ楽市米子店・おみやげ楽市松江シャミネ店・
セブンイレブンハートイン JR 出雲市駅店)

・丸京製菓株式会社
やくもどらやき
氷温熟成製法®でしっとり仕上げた生地できざみ栗入りのつぶあ
んを包んだどらやきです。
表面には「国鉄色リバイバルやくも」をイメージした焼印を、
職人が丁寧に一つ一つ手押しで仕上げました。
販売価格：1,200 円(税込 1,296.00 円)
発売開始：2022 年 7 月 1 日(金)※予定
発売箇所：山陰エリアの主な駅の売店
(おみやげ楽市米子店・おみやげ楽市松江シャミネ店・
セブンイレブンハートイン JR 出雲市駅店)
・今井印刷株式会社
夏休み期間中に購入できる！！ やくもグッズ 続々制作
地域クリエイター・地域製造メーカーと連携し、制作中です。
詳細は改めてお知らせします。
[制作を予定しているグッズ]

※画像はイメージです。内容は変更となる場合がございます。

２ オリジナル台紙付き記念入場券セットを発売します！
これまで登場した 381 系特急「やくも」のイラスト付き入場券と電化区間を走行した列車の貴重
な写真をふんだんに掲載したオリジナル台紙をセットで発売します。
(1) 発売期間
2022 年７月１日（金）～2022 年９月 30 日（金） ※商品が売り切れ次第、発売終了
(2) ご利用期間（入場券の有効期間）
2022 年 12 月 31 日（土）まで ※１回限り有効

(3) セット内容 ※現時点でのイメージです。
・電化開業区間（倉敷駅～西出雲駅間）の主な駅の入場券（14 駅）：Ｂ型硬券
倉敷駅、総社駅、備中高梁駅、新見駅、生山駅、根雨駅、伯耆大山駅、米子駅、安来駅、
松江駅、玉造温泉駅、宍道駅、出雲市駅、西出雲駅
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・オリジナル台紙：上記の入場券をセットできる専用の台紙

イメージ

イメージ

(4) 発売価格
１セット 3,000 円
(5) 発売数量
2,500 セット限定
(6) 発売箇所
倉敷駅、新見駅、根雨駅、米子駅、松江駅の「みどりの窓口」で発売します。
※2022 年７月１日（金）10:00 から発売します。
※倉敷駅では７月１日（金）8:00 から、根雨駅、米子駅、松江駅では７月１日（金）9:00 か
ら整理券を配付いたします（なお、新見駅では整理券を配付いたしません）。
※ネット予約・電話予約・郵送等での販売はいたしません。
※購入に際して「みどりの窓口」が混雑した場合は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、お並びいただく列等を係員が誘導させていただくことがありますので、予めご
容赦ください。
(7) その他
・きっぷと台紙のセットでの販売となりますので、きっぷのバラ売り等はいたしません。
・お一人様あたりの販売セットの上限はお一人様５セットまでとさせていただきます。
・券番を指定してのお申込みはお受けできません 。
・発売後の払いもどしはできません。
３ 381 系のイラストが入ったスペシャルチケッターを「やくも」の車内で使用します！
電化開業から 40 年を迎えられた感謝の気持ちを込めて、381 系のイラストの入ったスペシャル
デザインのチケッターを特急「やくも」の車内で使用します。
(1) 使用期間
2022 年７月１日（金）ごろ～当分の間
(2) 使用する列車
特急「やくも」全列車
※特急「やくも」以外にも山陰エリアの一部の特急列車で使用する場合があります。

(3)デザイン ※現時点でのイメージです。

山陰エリアの主な列車・駅では、きっぷをお持ちでないお子様向けに列車の写真が盛りだくさん
の「スペシャルこどもきっぷ」をご用意しています。
※チケッターの押印および「スペシャルこどもきっぷ」の配布をご希望のお客様は、乗務する車
掌にお申し付けください。
※チケッターの押印は、乗車券類および「スペシャルこどもきっぷ」に限ります。
※ご乗車いただく列車により、デザインが異なります。
※デザインを指定いただくことはできません。
４ 皆様の「やくも」ベストショットを「国鉄色リバイバルやくも」の車内に掲出します！
皆様がお持ちの特急「やくも」“ベストショット”を山陰観光連盟公式 Twitter・Instagram で募
集しました。
ご応募いただいた写真の中から厳正なる審査により選定した“ベストショット”を「国鉄色リバ
イバルやくも」の車内広告枠に掲出します。
※写真の募集は終了しました。
(1) 掲出期間
2022 年７月１日（金）ごろ～当分の間
(2) 掲出する列車
「国鉄色リバイバルやくも」で運転する列車
（特急「やくも」８・９・24・25 号）
※運用上の都合で列車が変更となることがあります。
５ 「やくも」宿泊キャンペーン実施中！
鳥取県・島根県にご協力いただき、特急「やくも」宿泊キャンペーンを実施しています。
特急「やくも」を利用して、鳥取県内の宿泊施設（１泊１人 5,000 円以上）または島根県内の対
象施設に宿泊されたお客様に記念品をプレゼントします。
ご利用条件など詳しくは、山陰観光連盟 HP 内「特急やくも運行開始 50 周年記念特設サイト」
(http://www.saninji.jp/yakumo_lp)をご覧ください。

[鳥取県記念品]
・鳥取県産米「星空舞」
・特製「381 系やくも」ボックスティッシュ

[島根県記念品]
・島根の地酒720ml ・特製「381 系やくもヘッドマーク」紙袋
・特製「381 系やくもヘッドマーク」スタンドパネル
（実物 1/2 スケール）

本企画は、
「岡山デスティネーションキャンペーン」
（７月～９月開催）にあわせ展開する鉄道イベン
ト「おか鉄フェス 2022」と連動しています。
岡山エリアではこのほかにもたくさんの鉄道イベントを開催する予定です。この機会に、鉄道の魅
力あふれる岡山エリアへおでかけしてみてはいかがでしょうか。

以 上

