
  

 

 

 

２０２２年８月９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（第四弾） 
～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、第四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）復活！213 系初代「マリンライナー」 

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、か

つての使用車両を用いたリバイバル「マリンライナ

ー」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 25 日（日） 

●区 間：岡山～高松駅間 

岡山駅 10:11 発→高松駅 12:12 着 

高松駅 14:22 発→岡山駅 16:00 着 

※時刻は変更となる場合があります。  

●車  両：213 系３両編成 

●発売方法：旅行商品として、日本旅行から８月 19日 15:00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）「WEST EXPRESS 銀河」岡山ＤＣ特別運行 

岡山ＤＣにあわせた「WEST EXPRESS銀河」特別運行第三弾として、備中高梁駅行きの

プランを発売します。高梁での観光に加え、夜のおもてなしとして、蒜山キャンドルナイ

トをお楽しみいただけます。     

■「備中高梁・蒜山キャンドルナイトコース」 

●運 行 日：2022年９月 23日（金・祝）・24日（土）  

●運行区間：23日…大阪～備中高梁駅間、24日…岡山～備中高梁～京都駅間  

※商品の詳細情報は、決まり次第お知らせします。  

現在運行中の 213 系電車 

https://www.nta.co.jp/shop/mtc/


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、岡

山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、次回分が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）「おか鉄！ザ・鉄道体験 in 岡山～車両基地を楽しもう～」 

岡山市内にある車両基地「岡山電車区」の見学および職場体験

イベントを開催します。普段は乗車することのできない「入出区

線」の乗車、「機械洗浄機」の洗浄体験、さらには電車区内におい

ても様々な鉄道体験をご用意しています。 

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。 

９月 16 日（金）開催分については８月 16 日(火)10:00 より

せとうち観光ナビ「setowa」で発売します。 

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

 

（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。 

９月 17 日（土）開催分については８月 16 日(火)10:00 より

せとうち観光ナビ「setowa」で発売します。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


３ 鉄道関連企画 

（１）岡山電気軌道株式会社とのコラボイベント「おか鉄フェス 2022 岡山電車祭り」 

ＪＲ岡山支社と岡山電気軌道株式会社は、岡山にお越しのお客様や日ごろご利用のお客

様への感謝の気持ちを表すイベント「おか鉄フェス 2022 岡山電車祭り」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いますので、ぜ

ひご来場ください。 

●実施日時：2022年８月 21日(日) 10：00～15：00 

●実施場所：岡山駅前広場（後楽園口）、岡山電気軌道株式会社 東山車庫 

詳細は別添のプレス資料およびチラシをご覧ください。 

 

（２）おか鉄！ザ・鉄道中古物品ネットオークション（ＪＲ西日本初開催） 

駅名標など、普段はなかなか手に入らない実際に使用していた様々な鉄道関連物品をネ

ットオークションにて販売します。せとうち観光ナビ「setowa」の Web サイトもしくはア

プリからお申込み頂いた方から抽選のうえ、ネットオークション参加者を決定します。 

詳細は別紙２をご覧ください。 

●開催日時：2022年９月 10日（土）14：00～15：30 

●参 加 料：無料 

●募集人数：50人 

●申込期間：2022年８月 10日（水）10：00～８月 26日（金）23：59 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

おか鉄！ザ・鉄道体験 in 岡山 

～車両基地を楽しもう～ 

 

ＪＲ岡山支社最大の車両保有数を誇る「岡山電車区」の見学および職場体験イベントを開催します。普段は乗

車することのできない岡山駅から岡山電車区までの「入出区線」の乗車体験や、乗車したまま「機械洗浄機」を

通過し洗浄の様子を車内から見学出来る洗浄体験、目の前で台車等の車両下部を見学できる車両検査体験など、

大迫力の鉄道体験をご用意してお待ちしています。 

 
     開 催 日 時：2022年９月 18日（日）12：00～16：30 
     開 催 場 所：岡山駅・岡山電車区  
     体 験 内 容：・岡山駅から入出区線の乗車  
           ・車両に乗車したまま車両の機械洗浄体験 
           ・留置車両の見学 
           ・車内放送体験 
           ・車両検査体験 
           ・軌道自動自転車の乗車 等 
     行 程：12:00   岡山駅受付 
           13:00頃  岡山駅発車 入出区線乗車体験～車両の機械洗浄体験 
           13:20   岡山電車区到着 グループに分かれイベント体験 
           16:20頃  岡山電車区から岡山駅へ向け出発 
            ～    岡山駅にて解散 
     募 集 人 数：50名/日（小人含む） 

※ 大人（中学生以上）・小人（小学生以下）ペアでご参加頂けます。 
（大人のみ・小人のみでのご参加は出来ません。） 
※ 大人１名につき小人の同伴は２名までとします。 

     料 金：大人 1名・小人１名ペア料金 11,000円 
           小人 1名追加         4,500円 
            

       予約開始日：2022年８月 18日（木） 

※ 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】 

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

発売方法 ： いずれの体験イベントも「せとうち観光ナビ setowa」で発売します。 
・公式 HP https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/ 
・アプリ 

 
 

  

車両の機械洗浄体験 岡山電車区の様子 
車両検査体験 

【App Store】 【Google Play】 

 

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


 

別紙２ 

「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！ザ・鉄道中古物品ネットオークション」の開催について 
 
 
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、「おか鉄！ザ・鉄道中古物品ネットオークション」
を開催します。本イベントは当社として初めてインターネット上で行うオークションとなります。
この度イベントの内容が決定しましたのでお知らせします。 

 
 
１ 開催日時 

2022年９月 10日（土）14:00～15：30 
  ※オンライン会議システム「Zoom」を使用して開催します。 
 

２ 実施内容 
・オークショニア（司会）は、岡山駅長と岡山駅社員が務めます。 
・オンライン会議システム「Zoom」を使用し、チャットにて入札していただきます。 
・オークショニアが、写真などを用いて出品する商品の説明などを行います。 
・オークションの時間内に最高額をつけた方が落札者となります。 
・落札は、「１人（１アカウント）２品まで」とします。 

 
３ 販売商品  
  駅名標など 

※販売する商品(一部)は別紙をご覧ください。（別紙以外の商品もございます） 
 

４ 募集人数 
  50人 
 
５ 応募条件 
  ・オンライン会議システム「Zoom」を利用可能であり、開催当日に参加が出来ること。 

・日本国内に「住所」と「連絡先（電話番号およびメールアドレス）」の２点があること。 
  
６ 応募方法 
  ・当社の運営する「せとうち観光ナビ「setowa」」の公式ＨＰもしくはアプリからお申込み（ネ

ットオークションへの参加クーポンを取得）下さい。 
    ※2022年８月 10日（水）10：00～８月 26日（金）23：59まで応募可能です。 
    ※参加料は無料です。 

※お申込みには「せとうち観光ナビ「setowa」への会員登録（無料）及びログインが必要 
です。 

※お申込み（ネットオークションへの参加クーポンを取得）いただいた方から、抽選によ
り 50名の参加者を決定します。抽選結果は当選者のみに９月２日（金）までにメールに
てご連絡します。当落結果の個別のお問い合わせは、対応しかねます。 

※参加者１人につき、応募は１回までとなります。複数応募された場合、全ての応募が無
効になりますので、あらかじめご了承ください。 

※参加権利の譲渡は出来ません。 
 

 
 
 
 
 



７ 商品落札代金のお支払い・発送方法 
  ・落札されたお客様には、申込時に登録いただいたメールアドレス宛に落札内容・入金口座・

発送方法等を記載したメールをお送りします。 
・口座振込手数料は、落札者負担となります。 
・落札された商品は、ご入金を確認次第、原則着払いにて発送します。一部商品について 

は、重量やサイズの関係により、直接引き取りに来ていただきます。なお、日本国外への発
送はできません。 

 
８ その他 

・ネットオークションは、「Zoom」を使用します。お客さまご自身で、「Zoom」にアクセスする
ための通信端末（パソコン、スマートフォン、タブレットなど）をご用意ください。 
・参加時に発生する通信費などは、お客さまの自己負担となります。 
・当日の通信環境にご注意ください。通信環境が悪い場合、画面の共有に遅れなどが生じるこ
とがあります。その際に生じた損害については、一切補償しません。 
・転売目的での参加は、ご遠慮ください。 
・画面の撮影や収録、写真やスクリーンショットなどの保存、コンテンツの二次利用、配布、 
ＳＮＳへの投稿は固く禁止します。 

・落札後の商品の返品などにつきましては、お受けできません。 
 

 
 

【参考リンク】 
・公式 HP https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/ 
・アプリ 

 
 

 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【App Store】 【Google Play】 

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


商品名 駅名標 ラ･マル･ド･ボア仕様ごみ箱

商品画像

商品概要

岡山駅の駅名標です。

※未使用（箱付き）

※長さ約80センチ

妹尾駅（宇野線）で使用していた、

ラ･マル･ド･ボア仕様のごみ箱です。

※重さ約16キロ

※直接引き渡しに限ります

入札開始価格 3,000円 10,000円

商品名 ゆうゆうサロン岡山モデルのバック 建植式駅名標（豪渓）

商品画像

商品概要

かつて保有していた欧風客車「ゆうゆう

サロン岡山」モデルのバックです。

※中敷に割れあり

豪渓駅（伯備線）にて使用していた建

植式の駅名標です。

※重さ約7キロ

※直接引き渡しに限ります

入札開始価格 3,000円 10,000円

商品名 乗務員用の検札鋏 ホーム駅名標

商品画像

表

裏

商品概要
乗務員が使用していた検札鋏です。

※目立った傷はありません

総社駅（伯備線）にて使用していた吊

り下げ式の駅名標です。

※重さ約39キロ

※直接引き渡しに限ります

入札開始価格 3,000円 10,000円

参考 販売する主な商品 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


