
モチーフなーに？
鹿児島県指宿市十町にある指宿枕崎線の駅。
きれいに塗り替えられた屋根やベンチ！　オレンジ・白・黄色・赤・緑…
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　 その理由はこちら　↓

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE1:「二月田駅」FILE1:「二月田駅」

ツマベニチョウ、ハイビスカスなど指宿市の特色をいかした色を選びました！
どこにどの色を使おうかな？オレンジ色はもっと濃いほうがいいかな？
バランスを考えながら、何パターンも作成したり…検討を繰り返したり…
少しでもみなさんが二月田駅を気に入ってもらえると嬉しいです！！

菜の花・ハイビスカス
指宿市を象徴する花である菜の花と
ハイビスカスをイメージしてもらえるよう
黄色・赤色・緑色を使って
かわいく楽しいイメージに仕上げました！

ツマベニチョウ
指宿市の市章に用いられているちょうちょ
大きく羽ばたくツマベニチョウをイメージして
温かみのあるオレンジと白を使ったよ！

タケマチさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

   指宿市の市章
（シンボルマーク）

未来へ羽ばたくツマベニチョウと開聞岳
菜の花をモチーフに融和と豊富な温泉、
新市の調和を表している

にがつでんにがつでん



モチーフなーに？
鹿児島県指宿市西方にある指宿枕崎線の駅
鮮やかな緑と水色に塗り替えられた駅舎やホーム屋根！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みの色ではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE2:「宮ヶ浜駅」FILE2:「宮ヶ浜駅」

宮ヶ浜駅から見る海と芝生がとっても素敵で
印象的だったので、駅舎に取り入れたいと考えました！
待合室にも鮮やかな色を使うことで、インパクトが増したと思います！
宮ヶ浜駅もきれいな景色も、愛され続けますように♪

ウラヤマさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

   長渕剛さんのゆかりの地

長渕剛さんは鹿児島県出身の
アーティスト !︕

宮ヶ浜を題材にした
曲もあるんです︕

海と公園の芝生

ホームから見えるとてもきれいな海と
海岸線に広がる青々とした芝生をイメージしたよ！

♪ ♫

♪

°

°
.

.

♫♪♫°
.

みやがはまみやがはま



モチーフなーに？
鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町にある指宿枕崎線の駅
青のボーダーがポイントに、爽やかな印象に変身した前之浜駅！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
ちゃんと理由があるんです！ ！　 

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE3:「前之浜駅」FILE3:「前之浜駅」

私は鹿児島の海が大好きです！海の中で
列車を待っているようなイメージでデザインを考えました♪
待合室は天井を水色にしたり、ポイントに青でラインを
引いたり、待合室全体に涼しさが生まれるように工夫しています！

海と波

鹿児島の海と波をイメージしました！
波の動きをボーダーで表現しています♪

ウラヤマさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

実は…
自動販売機の色も変わってる ?︕

駅舎との統一感を考え
アイボリーに変えています︕

→

まえのはままえのはま



鹿児島県指宿市湊一丁目にある指宿枕崎線の駅。
きれいな青と黄色に塗り替えられたホーム屋根やベンチ！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　 その理由はこちら　↓

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE4:「指宿駅」FILE4:「指宿駅」

指宿のたまて箱から見る海はとってもキレイですよね！
そんな海を電車を待ちながらでも感じてほしいという気持ちを込めました♪
また、お客さまを明るく元気に迎えたいという想いも込めて
菜の花の黄色でアクセントをつけてみました！！

モチーフなーに？

指宿の海・菜の花

ウラヤマさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

4 月 29 日は 指宿市で毎年実施されている
「アロハシャツ着用」の運動を始める日︕

 市内の観光施設・市役所・銀行などでは
 アロハシャツを制服として着用し、
 観光客をあたたかく
 迎えてくださいます♪

指宿のきれいな海と
指宿市を象徴する花である
菜の花をイメージしました！

『　アロハ宣言　』

いぶすきいぶすき



鹿児島県指宿市湊一丁目にある指宿枕崎線の駅
ホームの駅名標が、かわいらしくなったのを皆さんはお気づきですか？　
指宿駅には 3パターンのデザインがあるので、ぜひ実際に見てみてください♪

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE5:「指宿駅　駅名標」FILE5:「指宿駅　駅名標」

指宿へ訪れてくださったお客さまに、駅名標を見ただけで指宿の魅力が伝わるよう
指宿の特産品・観光名所などをデザインに取り入れました！
ぜひ、指宿に訪れた記念に駅名標と一緒に写真を撮ってみてください♪

モチーフなーに？

足湯・菜の花

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

指宿駅前にある足湯と
指宿を象徴する花である菜の花を
モチーフにしています♪

オクラ・そら豆

指宿の特産品である
オクラとそら豆がモチーフです！

ウラヤマさん（デザインを考えた人）の声

知林ケ島・指宿のたまて箱

錦江湾に浮かぶ無人島 知林ケ島と
指宿のたまて箱の車両のマークを
モチーフにしています！

ちりんがしま



キリン

モチーフなーに？
鹿児島県鹿児島市平川町にある指宿枕崎線の駅。
駅にはたくさんの動物たちが平川動物公園から遊びに来ているようです♪
たくさんの動物たちを探してみてください！！

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE6:「五位野駅」FILE6:「五位野駅」

“五” 位野駅なので五角形に
動物たちの柄を入れたロゴマークを作成しました！

ロゴマークの中にコアラが隠れているのは知っていましたか？
ぜひ、見つけてみて下さい！

ホ
ッキョクグマ

平川動物公園

平川動物公園の最寄り駅が五位野駅です
九州で唯一コアラにあえる動物園です♪

イナモリさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

   券売機にも
         動物たちが♪

スプレーを使って
自分たちで塗装を
行いました！
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鹿児島県鹿児島市吉野町にある日豊本線の駅
白と水色の爽やかな色合いに水玉模様がかわいらしいホーム屋根！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE7:「竜ヶ水駅」FILE7:「竜ヶ水駅」

今回は塗装の色の検討だけでなく、水の動きをより表現するため
シートを使って水玉模様をデザインしてみました♪
竜ヶ水駅は山と海の大自然に囲まれ、桜島も展望できる最高のロケーションですよ！！

モチーフなーに？
りゅうがみずりゅうがみず

湧き出る水・海の波しぶき

タケマチさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

竜ヶ水の水はきれいで冷たく
うまい水と知られ
龍（水神様の化身）が
授けたと言われている…

ホームからみえる海の波しぶきと
竜ヶ水の湧き出る水をイメージしました！

ー　竜ヶ水の湧き水　－



鹿児島県薩摩川内市隈之城町にある鹿児島本線の駅
黒と赤色に塗り替えられたホーム屋根！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　 

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE8:「隈之城駅」FILE8:「隈之城駅」

隈之城は歴史のある町です！
そんな町の魅力を伝えたいと思い、二福城跡をモチーフにしました！
数多くの史跡や文化財があるので、ぜひ巡ってみてください♪

モチーフなーに？
くまのじょうくまのじょう

二福城跡

ウラヤマさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

隈之城を歩くと旧武家屋敷の石垣や
門を現代住宅の合間に見る

ことができます！

隈之城駅近くにある史跡
1190 ～ 1198 年の間に薩摩郡司忠友が
住んでいた城跡と伝えられている

歴史と文化財のある隈之城

にふくじょうあと



鹿児島県姶良郡湧水町にある肥薩線の駅
重厚感のある黒と赤色に塗り替えられたホーム屋根！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　 

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE9:「吉松駅」FILE9:「吉松駅」

吉松は島津家ゆかりの地でもあるので、歴史も感じることができるよう
重厚感を生み出すことも意識しました！
多くのお客さまに吉松の魅力を知っていただけると嬉しいです！！

モチーフなーに？

はやとの風・いさぶろう しんぺい

シバタさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

屋根の柱の金具にも注目︕

金に近い色でワンポイントをつけて
より高級感を生み出しました︕

吉松駅は、特急「はやとの風」、
観光列車「いさぶろう・しんぺい」の始発・終着駅です！
観光列車がホームに停車した際に、調和する色合いを考えました！

担当者のこだわり



鹿児島県いちき串木野市にある鹿児島本線の駅
赤色に塗り替えられた駅舎の屋根！　
どうしてこの色になったんだろう？みなさんは考えたことありますか？
JR 社員の好みではありません。ちゃんと理由があるんです！ ！　 

これからも私たちは、地域に寄り添ってよりよいサービスを提供できるよう力を合わせて頑張ります！

モチーフなーに？
FILE10:「市来駅」FILE10:「市来駅」

鹿・虎・牛・鶴の巨大な張り子が登場する七夕踊り！
迫力満点！　地元の方々の熱気を感じることのできる
この伝統行事を多くの人に知ってもらいたいという気持ちを込めました！
ぜひ、市来の七夕踊りを見に来てください♪

モチーフなーに？
いちきいちき

市来の七夕踊

シバタさん（工事担当者）の声

JR 九州     鹿児島鉄道事業部　

毎年 8月 5～ 11 日の日曜日に
開催されています！

豊作の祈願や神々への感謝の意を込めて
行われる伝統行事の熱気を赤色で表現しました！

国指定重要無形民俗文化財
「市来の七夕踊」


