
 
 
 

２０２２年７月１４日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

「岡山デスティネーションキャンペーン」にあわせたＪＲ岡山支社グループ特別企画 

「おか鉄フェス 2022」の開催について（第三弾） 
～今年はぜひ「鉄道の聖地」岡山・備後へ～ 

 
 
 

ＪＲ岡山支社では、７月～９月にかけて岡山県等と連携して開催する「岡山デスティネーショ

ンキャンペーン（以下、「岡山ＤＣ」）」にあわせ、新たな観光列車のデビューのほか、リバイバル

団体臨時列車の運行、各地区での鉄道体験イベントの開催といった多様な企画をご用意し、これ

らを「おか鉄フェス 2022」と銘打ち展開しています。 

  この度、新たな企画の内容が纏まりましたので、第三弾としてお知らせします。 

 

 

○ タイトル・ロゴ 

   「おか鉄フェス 2022」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 開催期間 

  2022年７月１日（金）から 12月下旬まで 

   「岡山ＤＣ開催期間」（７月１日（金）から９月 30日（金））を中心に年末にかけて開催 

  

  

【おか鉄フェスとは】 

国鉄時代には岡山鉄道管理局が置かれた交通の要衝・岡山では、これまで

多種多様な列車が走り、多くのお客様にとってのご移動の舞台として長ら

く親しまれてきました。 

 

本年は岡山ＤＣを開催することに加え、さまざまなメモリアルイヤーで 

あることから、これまでご利用いただいたお客様に感謝の気持ちを込め、 

特別な列車の運行からイベントの開催まで、鉄道を存分に楽しんでいた 

だけるコンテンツを多数ご用意しました。 



１ 観光・イベント列車の運行  

  （１）～国鉄型車両の聖地 岡山～ 国鉄型車両を活かしたリバイバル列車 

（ア）リバイバル急行「鷲羽」 

岡山・備後エリアは、国鉄型の車両が今でも現役で運

行する、全国でも希少なエリアです。こうした強みを活

かして、かつて運行していた列車をイメージした団体臨

時列車の運行を予定しています。この度、リバイバル急

行「鷲羽」について運行概要と発売方法が決まりました

のでお知らせします。 

●運 行 日：2022 年９月４日（日） 

●区  間：姫路～宇野駅間 

姫路駅８時 31 分発→宇野駅 11 時 10 分着 

宇野駅 16 時 14 分発→姫路駅 19 時 24 分着 

※時刻は変更となる場合があります。  

●車  両：115 系６両編成（湘南色車両） 

●発売方法：旅行商品として、日本旅行から７月 15 日 15 時から発売予定です。 

商品内容等の詳細は日本旅行メディアトラベルセンターホームペ

ージ（https://www.nta.co.jp/shop/mtc/）でお知らせします。 

 

  （２）～国鉄型車両の聖地 岡山～  みまさかスローライフ列車・駅でのおもてなし 

７月 23日（土）と 24 日（日）の２日間、2019 年 11 月まで毎年

春・秋に運行していた、キハ 40・47 系ノスタルジー車両を使用

した「みまさかスローライフ列車」を岡山ＤＣに合わせ約３年

ぶりに運行します。 

駅でのおもてなしとして、美作滝尾駅、美作加茂駅、美作河

井駅、那岐駅等において、地元の皆様によるイベントや物品の

販売等を行います。 

また、列車には因美線 90 周年を記念したオリジナルヘッドマークを装着します。 

詳細は別添チラシをご覧ください。 

 

（３）「WEST EXPRESS 銀河」岡山ＤＣ特別運行 

岡山ＤＣにあわせた「WEST EXPRESS銀河」特別運行第二弾として、新見駅行きのプラン

を発売します。新見での観光に加え、夜のおもてなしとして、蒜山スターウォッチングを

お楽しみいただけます。 

   ■「新見・蒜山スターウォッチングコース」 

●運 行 日：2022年８月 19日（金）・20日（土） 

●運行区間：19日…大阪～新見駅間、20日…岡山～新見～京都駅間 

※商品の詳細情報は、準備出来次第、「WEST EXPRESS 銀河」特設サイトからリンクする日

本旅行の専用ホームページにてお知らせします。 

（https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/） 

※第三弾企画の「備中高梁・蒜山スターウォッチングコース」については、後日お知らせ

します。 

画像はいずれも京都鉄道博物館提供 

※画像はイメージです 

（115 系車両ではありません）。 

https://www.nta.co.jp/shop/mtc/
https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/


２ 各地区での鉄道体験イベント「おか鉄！ザ・鉄道体験」 

   普段は入ることのできない車両基地や駅のバックヤード等でレアな体験が楽しめ

るイベントを「おか鉄！ザ・鉄道体験」シリーズとして展開しています。この度、

新見地区でのイベント内容が決まりましたのでお知らせします。 

その他、次回分の発売開始となるイベントについてお知らせします。 

 

[新たなお知らせ] 

（１）「入区電車に乗ってワクワク！思い出と感動を体験しよう！ 

おか鉄！ザ・鉄道体験 in 新見～入区・シミュレータ体験等～」 

県北西の拠点・新見にて、貴重な鉄道体験イベントを開催し

ます。新見駅から通常お客様がご乗車されないルートを使った

入区体験に始まり、運転士用シミュレータ体験、軌道自動自転

車の乗車体験等、ご家族で楽しんでいただける鉄道体験をご用

意してお待ちしています。 

詳細は別紙１をご覧ください。 

 

[発売開始のお知らせ] 

（２）「おか鉄！ザ・鉄道体験 in 福山列車区～乗務員のおしごと体験等～」 

当社の主要な職場が集結する福山の地で、運転士用・車掌

用のシミュレータ体験や、社員が使用する自動起床装置の起

き上がり体験、車内できっぷを発行する機械での記念きっぷ

発券体験等をご家族で楽しんでいただけます。 

８月 26 日（金）開催分については７月 26 日(火)よりせと

うち観光ナビ「setowa」にて発売します。 

（https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/） 

※９月 16 日（金）にも、同様の企画の開催を計画しています。 

 

（３）「おか鉄！ザ・鉄道体験 in 糸崎基地～乗務員のおしごと体験等～」 

岡山・福山・広島エリアを運行する車両が集結する糸崎基

地にて、鉄道車両を間近に眺められるロケーションで、普段

見ることのできない特殊車両による作業見学や、運転士用

のシミュレータ体験をご家族で楽しんでいただけます。 

８月 27 日（土）開催分に開催分については７月 26 日(火)

よりせとうち観光ナビ「setowa」にて発売します。 

（https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/） 

※９月 17 日（土）にも、同様の企画の開催を計画しています。 

  

https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/
https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/


 

 (４) 「新観光列車 SAKU 美 SAKU楽で行く！おか鉄！ザ・鉄道体験 in 津山 

～車両移動機による保存車両の庫出し見学、シミュレータ体験等～」 

岡山駅から新観光列車「SAKU 美 SAKU 楽」に乗車し 「鉄道の聖

地」の１つである津山の地へ。津山駅ではノスタルジー車両による

入区体験、特別開館する津山まなびの鉄道館では車両移動機による

保存車両の庫出し作業を見学。また、運転シミュレータ体験やモー

ターカー乗車体験、入換構内での手返し転てつ器操作体験といった

鉄道体験をいただける、ツアー商品です。 

９月５日（月）開催分【ＪＲ岡山駅出発】については、日本旅行岡山支店 HP

（https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/）にて ７月 17日（日）より発売します。 

また、８月８日（月）開催分【ＪＲ名古屋駅発着】 については、クラブツーリズム HP 

（https://bit.ly/3PlEanJ）にて好評発売中です。   

 

その他、岡山エリアにおいても鉄道体験イベントを計画中です。詳細は決まり次

第お知らせします。 

 

  

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/
https://bit.ly/3PlEanJ


３ 鉄道関連企画 

（１）「倉敷の鉄道大集合！記念入場券」の発売 

「鉄道開業 150 周年」のメモリアルイヤーおよび岡山ＤＣを記念し、岡山有数の観

光名所を擁する倉敷市内を運行する鉄道３社で記念入場券を発売します。 

●発売期間：2022年７月 21日（木）～2022年 12月 31日（土） 

    ※商品が売り切れ次第、発売終了 

●内  容：水島臨海鉄道「倉敷市駅」、井原鉄道「吉備真備駅」、ＪＲ西日本「倉敷駅」 

３駅の入場券とオリジナル台紙をセットにした記念入場券 

詳細は別紙２をご覧ください。 

 

  （２）「岡山の旅を応援します」６社連携ヘッドマークの掲出 

「鉄道開業 150 周年」のメモリアルイヤーおよび岡山ＤＣを記念し、「鉄道開業

150 年」「岡山ＤＣ」のロゴと岡山県内を運行する鉄道６社（水島臨海鉄道・井原

鉄道・智頭急行・岡山電気軌道・ＪＲ貨物・ＪＲ西日本）のキャラクター等をあし

らったデザインのヘッドマークを掲出した電車を運行します。 

●掲出期間：2022 年７月 21 日（木）～2022 年９月 30 日（金）（予定） 

詳細は別紙３をご覧ください。 

 

  （３）岡山電気軌道株式会社とのコラボイベント 

岡山電気軌道株式会社とＪＲ岡山支社がコラボし、岡山にお越しのお客様や日頃ご利用

いただいているお客様へ感謝の気持ちを表すイベントを開催します。当日は、ＪＲオリジ

ナルグッズや鉄道中古物品の販売、路面電車の運転体験、ＪＲ岡山支社吹奏楽部とＪＲ貨

物音楽部による演奏会など、さまざまな企画をご用意しています。 

●実施日時：2022年８月 21日(日) 10：00～15：00 

●実施箇所：岡山駅前広場（後楽園口）、岡山電気軌道株式会社 東山車庫 

詳細は決まり次第お知らせします。 

 

  （４）ご当地使用済証明印（乗車記念スタンプ） 

岡山ＤＣを記念して、改札口で使用済みの乗車券類に押印する乗車記念スタンプ

を期間限定で岡山ＤＣ専用仕様のデザインとしています。この機会に、ぜひ岡山・

備後エリアの各地の駅へと降り立ってみてはいかがでしょうか。 

●実施期間：2022 年７月１日(金)～９月 30 日(金) 

●実施箇所：岡山・備後エリア 11 駅 

山陽本線  岡山駅、倉敷駅、笠岡駅、福山駅、尾道駅 

      津山線   津山駅 

      宇野線   宇野駅 

      本四備讃線 児島駅 

      伯備線   総社駅、備中高梁駅、新見駅 

※前回の岡山ＤＣで作製した物を使用していますので、印影が不鮮明な場合があります。 

 

 

 

   各駅デザインイメージ 



４ 岡山・備後をもっと楽しむ企画 

 今回の岡山ＤＣにあわせ、ＪＲ岡山支社グループでは岡山・備後エリアにお越し

いただいた皆様に、エリアならではのいいものをご提供するさまざまな取り組みを

行っています。 

 

（１）旬を味わう商品～岡山レトルトカレー～ 

ご当地カレーとして開発・普及が進む「岡山カレー」。

この度、岡山ＤＣにあわせ、旅行のお土産にも適した「岡

山カレー（レトルトパック）」を開発しました。７月１日

（金）より岡山駅のお土産店舗等で販売していますので、

ぜひご賞味ください。 

 

 

（２）魅力満載の観光素材～牧山牟佐大久保ひまわり畑～ 

   2018 年の西日本豪雨で被災した畑を復活させ、地域を

盛り上げるために誕生したひまわり畑です。津山線牧山駅

より徒歩 5分、潜水橋を渡ってひまわり畑へ向かいます。

見ごろ時期には「牟佐大久保ひまわりマルシェ」も開催予

定です。（詳細は別添パンフレットをご確認ください。） 

お越しの際はＪＲをご利用ください。 

 ●場 所：牟佐大久保ひまわり畑（岡山県岡山市北区牟佐地内) 

      （津山線牧山駅より徒歩５分） 

●見ごろ：７月下旬 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

以上 

  

  

今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の 8番、11番、17番に貢献するものと考えています。 

 

 

 



別紙１ 

 

津山、福山、糸崎に続き第４弾！鉄道体験イベント 

入区電車に乗ってワクワク！ 

思い出と感動を体験しよう！ 

おか鉄！ザ・鉄道体験 in 新見 

～入区・シミュレータ体験等～ 
  

県北西の拠点・新見にて、貴重な鉄道体験イベントを開催します。新見駅から通常お客様がご乗車
されないルートを使った入区体験に始まり、運転士用シミュレータ体験、軌道自動自転車の乗車体験
等、ご家族で楽しんでいただける鉄道体験をご用意してお待ちしています。 

     開 催 日：2022 年８月 28 日（日） 
     開 催 場 所：伯備線 新見駅周辺 
     体 験 内 容：・新見駅から新見列車区までの入区体験 

            ・運転士用シミュレータ体験及び起床装置体験 
・軌道自動自転車及び排雪モーターカー乗車体験 

           ・軌陸車（線路と道路の両方で走行可能な設備保守に用いる車両）の乗車体験 
           ・留置車両を使用した車内放送、車両説明及び運転席での撮影 等 
     行 程：  ９時 18 分    岡山駅より普通電車に乗車 
            10 時 50 分ごろ  新見駅到着・体験スタート 
            16 時 45 分ごろ  体験終了 

           16 時 52 分    新見駅より普通電車に乗車 
            18 時 27 分    岡山駅到着                  
            ※参加人数、当日の状況により変更となる場合があります。 

 
     募 集 人 数：30 名/日 
     料 金：大人（中学生以上）12,000 円(税込）/人、小人（小学生以上）9,500 円(税込)/人 

※ 代金には、下記が含まれています 
・岡山・新見間の往復普通乗車券 
・鉄道体験料金 
・昼食 

※ 小人だけでのご参加は出来ません。 
予約開始日：2022 年 7 月 25 日（月） 
発 売 方 法：日本旅行岡山支店ホームページ https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/ 

        ※ 新型コロナウイルス感染予防対策について、車内や立ち寄り地での感染予防対策を十分に
実施したうえで開催します。 

※ 新しい旅のエチケット：Go To トラベル事務局公式サイト https:/goto.jata-net.or.jp/ 

         【体験イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

軌道自動自転車の乗車体験 

運転士用シミュレータ体験 入出区体験 

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/
https://goto.jata-net.or.jp/


別紙２ 

「倉敷の鉄道大集合！記念入場券」の発売について 

 

「鉄道開業 150 周年」のメモリアルイヤーおよび岡山ＤＣを記念し、岡山有数の観光名

所を擁する倉敷市内を運行する鉄道会社３社で記念入場券を発売します。 

水島臨海鉄道「倉敷市駅」、井原鉄道「吉備真備駅」、ＪＲ西日本「倉敷駅」の３駅の入場券とオ

リジナル台紙をセットにした数量限定の大変貴重な商品です。この機会にしかご購入いただけませ

んので、是非、お買い求めください。 

 

１．商品概要 

(1) 発売期間 

    2022年７月 21日（木）～2022年 12月 31日（土） 

 ※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） 

2023年３月 31日（金）まで ※１回限り有効 

(3) セット内容 

・記念入場券３枚  

水島臨海鉄道 井原鉄道 ＪＲ西日本 

倉敷市駅 吉備真備駅 倉敷駅 

Ａ型硬券（5.75cm×3.0cm） Ｂ型硬券（5.75cm×2.5cm） Ｂ型硬券（5.75cm×2.5cm） 

   

   

・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 

３社の列車の画像や入場券の駅の紹介、３社の豆知識クイズなどをお楽しみいただける

ものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

※現時点でのイメージです 

 

見 

本 

見 

本 



(4) 発売価格 

１セット 1,000円（税込） 

(5) 発売数量 

合計 1,500セット限定 

 

 ２．発売方法 

(1) 発売箇所 

 水島臨海鉄道：倉敷市駅のきっぷ売り場 

井原鉄道    ：清音駅のきっぷ売り場（吉備真備駅は無人駅のため清音駅で発売します） 

ＪＲ西日本 ：倉敷駅の「みどりの窓口」 

※2022 年７月 21 日（木）午前 10:00 から発売します。７月 22 日（金）以降は通常の駅 

の窓口の営業時間に発売します。 

※倉敷駅では７月 21日（木）午前 8:00より整理券を配布します。 

※ネット予約、電話予約、郵送等では発売しません。 

※購入に際して、駅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。予めご了承く

ださい。 

(2) その他 

・きっぷとオリジナル台紙のセットでの発売ですので、きっぷのバラ売り等は行いません。 

・ご購入はお一人様５セットまでとします。 

・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には応じかねます。 

 

以 上 



別紙３ 

「岡山の旅を応援します」６社連携ヘッドマークの掲出について 
 

2022年は日本での鉄道開業 150 周年（10月 14日鉄道の日）を迎える年であり、さらに 2022年

７月～９月にかけて岡山県等と連携して「岡山デスティネーションキャンペーン（以下、「岡山Ｄ

Ｃ」）」を開催しています。この機会に、「鉄道開業 150年」「岡山ＤＣ」のロゴと岡山県内で鉄道を

運行する水島臨海鉄道、井原鉄道、智頭急行、岡山電気軌道、ＪＲ貨物と弊社のキャラクター等を

あしらったデザインのヘッドマークを掲出した電車を運行します。 

沿線の皆様にこの岡山ＤＣの機会に鉄道でのご旅行を楽しんでいただくとともに、エリア外のお

客様に対するおもてなしなど、一緒に岡山ＤＣを盛り上げていきます。 

今後も沿線の地域の皆様に安全で安心して快適にご利用いただけるような鉄道の運行に努めて

まいります。 

 

(1) 掲出期間 

    2022年７月 21日（木）～2022年９月 30日（金）（予定） 

(2) 掲出内容 

「鉄道開業 150年」「岡山ＤＣ」ロゴマークと岡山県内を運行する鉄道会社６社（水島 

臨海鉄道、井原鉄道、智頭急行、岡山電気軌道、ＪＲ貨物、ＪＲ西日本）のキャラクター

をあしらったヘッドマーク 

 (3) 掲出する列車 

   ＪＲ西日本 113系車両 １編成 

 

以 上 

 

 


