2019 年９月 30 日

＼ 10th anniversary！ 感謝の気持ちをお届けします♪ ／
ああああ

特急「海幸山幸」運行開始 10 周年
「必勝！合格祈願ノ旅」
記念キャンペーンを開催！
ＰＲイベントを行います！
宮崎から南郷を結ぶ特急「海幸山幸」は、2009 年の運行開始より、2019 年 10 月 10 日で 10 周年を迎えます！
10 年間で 14 万人以上※1 のお客さまにご乗車いただき、現在では 11 あるＤ＆Ｓ（デザイン＆ストーリー）列車の中でも
トップクラスの乗車人員（乗車効率：93％）※2 を誇る人気列車となりました。
海幸山幸をご利用いただいているお客さまへ感謝の気持ちをお届けするため、
「海幸山幸 10 周年記念キャンペーン」を
開催します。※1) 2019 年 8 月末累計 ※2)2019 年 4～8 月間
▼缶バッチ イメージ

１．キャンペーン開催期間 ／ 2019 年 10 月４日（金）～12 月 31 日（火）

イメージ

２．ご乗車特典について
キャンペーン期間中、海幸山幸にご乗車いただいたお客さまへ、先着 2,000 名様限定で「海幸山幸 10 周年記念ロ
ゴ缶バッチ」をプレゼントします。
３．秦 基博氏の野外ライブイベント「HATA EXPO」とのコラボレーションについて
海幸山幸が走る宮崎県日南市も今年度合併 10 周年！ダブルアニバーサリーを祝して、日南市出身のミュージシャン
秦 基博氏が開催する野外ライブイベント「日南市合併 10 周年記念 “HATA EXPO” in 飫肥城下町」(10 月 20 日日南
市 飫肥小学校グラウンドにて開催)と海幸山幸がコラボレーションします♪
(１) ダブル 10 周年記念♪ 1,010 枚限定！「
“HATA EXPO”× 海幸山幸 10 周年記念きっぷ」発売
イベントと旅の思い出に残る記念きっぷで！“HATA EXPO”会場へはぜひＪＲをご利用ください♪
［発 売 日］2019 年 10 月 19 日（土）
［区
間］宮崎⇔飫肥（片道）※どちらからでもご利用いただけます。
［発売価格］950 円 ※購入日から 2020 年３月 31 日までに片道 1 回限り有効。
［販売場所等］
販売場所

販売開始日

宮崎駅
10月19日（土）～
「“HATA EXPO” in 飫肥城下町 supported by 丸商建設」会場 10月20日（日）のみ

販売開始時間

９：00
“HATA EXPO”物販開始同時刻（予定）

［ご注意点］
・お一人様３枚までのご購入とさせていただきます。
・各箇所なくなり次第終了とさせていただきます。
・各箇所への在庫数のお問い合わせにはお答えできかねます。予めご了承ください。
・記念きっぷにナンバリングされた番号の指定はできかねます。予めご了承ください。
・海幸山幸ご利用の際は、別途特急券が必要になります。

(２)10 周年期間限定！海幸山幸に「秦 基博」氏が登場♪
海幸山幸車内だけで聞ける！特別なウェルカムアナウンス♪秦 基博氏による車内放送が流れます。
［実施期間］2019 年 10 月 19 日（土）～2019 年 12 月 31 日（火）
［内
容］下り列車 / 宮崎駅～南宮崎駅間・油津駅～南郷駅間 （大堂津駅停車中）
上り列車 / 飫肥駅停車中
about 秦 基博
・秦 基博（はた もとひろ）1980 年 10 月 11 日生まれ 2006 年メジャーデビュー
・所属事務所：オフィスオーガスタ ／ レーベル：ユニバーサルミュージック
・宮崎県日南市生まれ・神奈川県横浜市育ち
・大ヒット曲「ひまわりの約束」などで知られる、シンガーソングライター
※今年初めて、生まれ故郷で野外イベント「日南市合併 10 周年記念 “HATA EXPO” in 飫肥城下町
supported by 丸商建設」を開催する。
［日 時］2019 年 10 月 20 日（日） ［会 場］飫肥小学校グラウンド［出演者］秦基博 / 森山直太朗・レキシ

４.「海幸山幸 10 周年記念キャンペーンポスター」について
地域の皆さまが自由に描いた
沿線の皆さまが描いた列車のイラストが海幸山幸 10 周年記念ポスターになりました♪
「海幸山幸」「夢の列車」が
(１)「海幸山幸絵画コンクール」の開催
10 周年を象徴する「10」の
沿線の小学校に通う海幸山幸と同級生（10 歳）のお子さまを対象に、
モチーフに♪
「海幸山幸」の絵画を募集しました。
［主
催］九州旅客鉄道株式会社 / ＪＲ日南線利用促進連絡協議会
［応 募 数］546 作品
［受 賞 者 数］最優秀賞４名
ＪＲ九州 宮崎総合鉄道事業部長賞 ：１名
ＪＲ日南線利用促進連絡協議会会長賞：１名
宮崎市長賞：１名
日南市長賞：１名
優秀賞 20 名
［受賞作品展示］展示期間 / 2019 年 10 月 26 日（土）～11 月 10 日（日）
展示場所 / 宮崎駅中央コンコース
［表 彰 式］開 催 日 / 10 月 26 日（土）９：20～10：20（予定）
▲海幸山幸10 周年記念ポスター
※「海幸山幸 10 周年記念出発式」式典にて執り行います。
※最優秀賞受賞者４名に１日駅長として出発合図を行っていただく予定です。
(２)「ＪＵＭＰＩＮＧ ＡＲＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」とのタイアップ
株式会社ブルーバニーカンパニー主宰の、障がいのある方の作品を企業や日常のデザインに展開する
「ＪＵＭＰＩＮＧ ＡＲＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」とタイアップを行い、今回参加してくださった４名の方による「夢
の列車」のイラストもポスターを彩っています。

×
５．
「海幸山幸 10 周年記念出発式」の実施について
宮崎駅にて出発式を開催します。海幸山幸と同じ 2009 年生まれの宮崎市・日南市のお子さま達が大集合！
「海幸山幸絵画コンクール」最優秀賞受賞者４名が１日駅長として出発合図を行います。
［実施日時］2019 年 10 月 26 日（土）９：20～10：20（予定）
［実施場所］宮崎駅 ３・４番ホーム
［対象列車］
「特急 海幸山幸」10：11 宮崎駅発 11：47 南郷駅着
［内
容］
・2009 年生まれのお子さま対象「海幸山幸絵画コンクール」受賞者表彰式
・
「海幸山幸絵画コンクール」最優秀賞受賞者４名が１日駅長として出発合図
・2009 年生まれのお子さまが大集合！みんなでフラッグを振って海幸山幸をお見送り

※写真はイメージです

６．海幸山幸の車内サービスリニューアル
（１）海幸山幸 10 周年記念商品の販売について
海幸山幸列車内では、10 周年限定商品および日南市の特産品「飫肥杉」を使用した新商品を販売します。キ
ャンペーン期間中、車内販売商品をご購入いただいたお客さまには、客室乗務員からの感謝の手書きメッセ
ージを添えて商品をお渡しさせていただきます。
販 売 場 所 / 海幸山幸車内、10 月 26 日開催 宮崎駅「鉄道の日」イベント会場
商品

商品説明

都農ワイン

【10 周年限定商品】
都農ワイン（スパークリング /
キャンベルアーリー 200ml）

10 周年記念
ロゴキーホルダー

【10 周年限定商品】
10 周年ロゴを使用した
メタルキーホルダー

販売価格
（税込）

販売期間

850 円

2019 年 10 月４日
～
2020 年９月 30 日

900 円

2019 年 10 月 26 日
～
2020 年９月 30 日

550 円

2019 年 10 月４日
～
継 続 販 売

1,100 円

2019 年 10 月４日
～
継 続 販 売

※数量限定 なくなり次第終了

飫肥杉製
ロゴ入り箸セット

【新商品】
海幸山幸のロゴ入り
飫肥杉製箸+箸置きセット

飫肥杉製
ロゴ入り手鏡

【新商品】
海幸山幸のロゴ入り
飫肥杉製手鏡（ポーチ付）

イメージ

－NO IMAGE－
10 周年記念ロゴを使用した
デザインです。

（２）10 周年限定記念乗車証スタンプ
ご乗車の記念にお持ち帰りいただける記念乗車証用のスタンプが「10 周年記念ロゴ」仕様になります。
［実施期間］2019 年 10 月４日（金）～2020 年９月 30 日（水）

Limited!

▲限定スタンプ イメージ

（３）フォトサービス用パネルのリニューアル
車内での記念撮影にご利用いただけるフォトパネルが、車両デザインを監修する「水戸岡 鋭治」先生デザイン
のものにリニューアルいたします。

▲

New!

リニューアル版フォトパネル イメージ

７．沿線地域の皆さまによるおもてなしについて
（１）おもてなしイベント
沿線地域の皆さまによるおもてなしイベントを実施します。
［主
催］
（一社）日南市観光協会
［場
所］ＪＲ南郷駅（
「海幸山幸」下り列車到着時場面（11：47 頃～）
）
［実 施 日］10 月 13 日 / 10 月 27 日/ 11 月３日 / 11 月 17 日 /
＼ Welcome to NICHINAN ! ／
12 月１日 / 12 月 15 日 ※全日日曜日
［内
容］
・歓迎アトラクション
・日南市特産品のふるまい
・
「海幸山幸」10 周年記念クリアファイルプレゼント
▲クリアファイルイメージ

※特産品とクリアファイルのプレゼントは海幸山幸にご乗車いただいたお客さまのみが対象です。
※実施日・内容は変更になる場合がございます。

（２）歓迎横断幕の設置
沿線の皆さまが海幸山幸の停車駅に横断幕を設置してお客さまを歓迎します。
［主
催］
（一社）日南市観光協会
［設置期間］2019 年９月 30 日（月）～2020 年１月 13 日（月・祝）
［設置場所］北郷駅、飫肥駅、日南駅、油津駅、南郷駅
▲横断幕イメージ

（３）海幸山幸 10 周年記念「日南線 伊勢海老街道～海幸山幸で楽しむおいしい旅～」リーフレットについて
秋冬の宮崎と言えば、伊勢海老！エリア別伊勢海老料理店の情報と、お得な特典クーポンが付いている専
用リーフレットを海幸山幸車内限定で配布します♪
［主
催］ＪＲ日南線利用促進連絡協議会
［内
容］青島エリア・日南エリア・串間エリア・志布志エリアの
伊勢海老料理店情報・お得な特典クーポン
［配布期間］2019 年 10 月 26 日（土）～12 月 31 日(火)
※配布枚数限定 なくなり次第終了。
［配布場所］特急 海幸山幸車内
▲専用リーフレットイメージ
［特
典］掲載店舗にてリーフレット提示で割引やプレゼント 等
８． 団体ツアーの実施について
スペシャルな海幸山幸の団体ツアーを実施します。
（１）DENKEN GASTRONOMIE
特別に運行する海幸山幸に乗って、九州で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」
（デンケン）に登録された
城下町飫肥へ。道中、列車内では前菜とドリンクをご提供。メイン料理は約 130 年前の武家屋敷を蘇らせた
「伊東邸」にて飫肥の歴史を感じながらご堪能ください。
［主
催］飫肥城下文化財を活用した観光まちづくり事業協議会
［日
時］ 2019 年 10 月 26 日（土）18：00～
［行
程］宮崎駅～飫肥駅【往路：海幸山幸 / 復路：貸切バス】
［旅行代金］１名様 25,000 円（税込）
～旅行代金に含まれるもの～
・海幸山幸乗車料金（往路）バス料金（復路）
・飲 料 代（元「Wine&Bar 麦家」バーテンダー 蛯原 三奈氏によるご提供）
・お食事代（元「一心鮨光洋」代表 木宮 一洋氏によるご提供）
：
［お申し込み･お問い合わせ］飫肥城下文化財を活用した観光まちづくり事業協議会
下記ホームページ内お申し込み専用フォームよりお申し込みください
https://denken-obi.jp/denken/

（２）海幸山幸 10 周年特別企画「Karada Good Miyazaki Train～ハッピーハロウィン～」
特別に運行する海幸山幸車内でみやざきブランド推進本部がおすすめする宮崎グルメを堪能するツアー。
美味しくてヘルシーな宮崎の海の幸、山の幸を、飫肥杉の温もり溢れる車内にてお愉しみください。
［主
催］九州旅客鉄道株式会社、みやざきブランド推進本部
［日
時］ 2019 年 10 月 31 日（木）
［運行区間］宮崎駅～油津駅 （往復）
※お料理のご提供は往路のみとなります。
復路は車内でおくつろぎください。
［旅行代金］大人（20 歳以上）１名 7,800 円（税込）
～旅行代金に含まれるもの～
・海幸山幸乗車料金（往復）
・飲料代
・お弁当代
・お食事代
［募集人員］50 名様（最小催行人員 40 名様）
［お申し込み･お問い合わせ］九州旅客鉄道株式会社 宮崎駅旅行の窓口
TEL 0985-24-2626 FAX 0985-22-7334

（参考）Ｄ＆Ｓ列車「特急 海幸山幸」のご紹介
「特急 海幸山幸」は、宮崎～南郷間を土・日・祝日、夏休み・冬休み期間を中心に※１日１往復するＪＲ九州のＤ＆Ｓ（デ
ザイン＆ストーリー）列車。※詳しくはＪＲ九州ホームページ 運転日カレンダー参照
大きな車窓から南国情緒豊かな日南の青い海と飫肥の森を愉しむことが出来るリゾート列車として親しまれている。
前身は 2003 年から 2005 年の間運行していた高千穂鉄道の「トロッコ神楽号」
。台風 14 号による大雨の影響により運転休止
した車両をＪＲ九州が買い取り、日南線を走る観光列車として生まれ変わった。
宮崎エリアに伝わる日本神話「海幸彦・山幸彦」伝説に因んだ列車名に、内装・外装ともに日南市の特産品である飫肥杉を
ふんだんに使用した車両と、宮崎・日南エリアの魅力がたっぷりつまった「海幸山幸」
。車内では、
「海幸彦・山幸彦」神話
の紙芝居や、沿線の鵜戸神宮に伝わる「運玉」を模した運試しなどの車内サービスも実施している。宮崎の地ビールや銘菓
などの車内販売も人気。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

