
 

 

 

2022 年 9 月 12 日  

J R グ ル ー プ 

 

～いよいよ 10 月 14 日で鉄道開業 150 周年～ 
「鉄道開業 150 年キャンペーン」をさらに盛り上げます！ 

 

○JR グループでは 2022 年 4 月 1 日より「鉄道開業 150 年キャンペーン」を実施中です。 

○いよいよ 2022 年 10 月 14 日に、日本で鉄道が開業してから 150 周年のタイミングを迎え

ます。これを受け、JR グループの想いを表現した新たなポスターを展開します。 

○2022 年 9 月 14 日に「SOUND STORY」および「STATION STAMP」の対象駅を追加します。 

○プレゼントキャンペーンの対象賞品に、新たに鉄道にまつわるグッズを追加します。 

○各旅行会社の鉄道開業 150 年記念旅行商品を一部ご紹介します。 

 

１．ポスタービジュアル 

  新たなポスターでは鉄道開業 150 周年を迎えるにあたり、 

鉄道をご利用いただいてきたお客さまや地域の皆さまと 

改めて共有したい JR グループの想いを表現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.WEB アプリ「TRAIN TRIP」のコンテンツ拡充 

  WEB アプリ「TRAIN TRIP」を 2022 年 4 月 28 日（木）にリリースし、年間を通して特

定の 18 駅だけで聴くことができる音声コンテンツ「SOUND STORY（サウンド・ストーリ

ー）」と、鉄道開業 150 年を記念したデジタル版スタンプ「STATION STAMP（ステーシ

ョン・スタンプ）」を展開しています。 

 

⑴ SOUND STORY 対象駅の追加 

   現在 9 駅でお楽しみいただける SOUND STORY について、2022 年 9 月 

14 日（水）より 9 駅を対象に追加し、さらに WEB アプリ「TRAIN TRIP」 

内では、エピローグを公開します。声の出演は引き続き、ジャニーズ Jr. 

の井上瑞稀さんと女優の長澤樹さんです。過去にタイムスリップした 

「僕」と、そこで出会ったひとりの「女の子」の恋愛ドラマがどのような 

結末を迎えるのか、ぜひ各駅のストーリーとともにお楽しみください。 

 追加駅：札幌、小樽、弘前、飯田、福井、琴平、高知、佐賀、長崎 

ポスター（イメージ） 

会おう。 
 

この国に鉄道が生まれて１５０年。 

たくさんの思いをのせて 

たくさんの出会いをつくってきました。 

その出会いは日々を美しく 

そして豊かなものにしてくれました。 

これからもその素晴らしさを忘れずに 

みなさまと一緒に走りつづけます。 

ポスター内のメッセージ 



⑵  STATION STAMP 対象駅の追加 

150 年にちなんで鉄道の歴史を感じていただけるような JR 各社の駅舎や魅力的な観

光地などをモチーフにした STATION STAMP。年間計 480 駅を予定しており、現在 240

駅のスタンプを展開しているところに、2022 年 9 月 14 日（水）より、さらに 120 駅

のスタンプを追加します。秋らしさを感じられるスタンプも登場します。残る 120 駅

は準備でき次第順次追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  「150 年記念グッズが当たる！プレゼントキャンペーン」の賞品の追加 

   現在、応募条件となる STATION STAMP を集めた方に、鉄道開業 150 年キャンペーン

の記念グッズ（旅行グッズ）を抽選でプレゼントする企画を実施しており、2022 年

10 月 1 日（土）より、新たな賞品を追加します。今回追加する賞品は鉄道にまつわ

るグッズです。ぜひこの機会に鉄道の旅を楽しんでいただき、素敵な記念グッズを

GET してください。詳細は WEB アプリ「TRAIN TRIP」内でお知らせします。 

   WEB アプリ「TRAIN TRIP」：https://railway150.jp/contents/ 

 

３.「鉄道開業 150 年記念・秋乗りミッション！」 

  2022 年 10 月 14 日（金）の「鉄道の日」に合わせて発売 

される「鉄道開業 150 年記念 秋の乗り放題パス」をご購入 

いただくと、「鉄道開業 150 年記念・秋乗りミッション！」 

 が発券されます。そのミッションの該当駅（答えの駅）の 

STATION STAMP を指定の数以上集めると、ミッションクリア 

となり、限定スペシャルスタンプが手に入ります。 

ぜひこの機会に、「鉄道開業 150 年記念 秋の乗り放題パス」 

を使って、全国の STATION STAMP を集める旅に出かけませんか。 

対象期間：2022 年 10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月） 

 

※STATION STAMP の対象駅は、WEB アプリ「TRAIN TRIP」から 

STATION STAMP 内の「よくあるご質問」でご確認いただけ 

ます。 

 

 

  この他にも、JR ホテルグループの割引特典や駅レンタカーの利用特典を設定しま

す。ぜひこの秋おすすめのきっぷでスタンプを集めに出かけませんか。 

 「鉄道開業 150 年記念 秋の乗り放題パス」についての詳細は以下をご覧ください。 

  トレたび：https://www.toretabi.jp/railway_info/akinonorihodai2022.html 

 

  

（追加する STATION STAMP の一例） 

「鉄道開業150年記念 秋の乗り放題パス」 

ポスター 

https://railway150.jp/contents/
https://www.toretabi.jp/railway_info/akinonorihodai2022.html


４.鉄道開業 150 年記念旅行商品のご紹介 

  各旅行会社から発売中もしくは発売予定の旅行商品を一部ご紹介します。 

 
 
  ■20 の鉄道で繋ぐ鉄道を愛でる日本縦断の旅 7 日間（JTB メディアリテーリング） 
   ・新幹線や人気の観光列車、ローカル列車など 20 の鉄道に 

乗車しながら 7 日間で日本を縦断。 
   ・道後・指宿と名湯への宿泊や、毎日 2 種類から選べる昼食 

など鉄道以外のこだわりも楽しめる。 
   ・発売中（旅行代金 299,000 円～359,000 円） 
   ・出発日：2022/10/17（月）、10/19（水）、11/2（水）、 

11/15（火） 
 

 
  ■全国すべての新幹線完全走破！ 夢の日本縦断 6 日間（クラブツーリズム） 
   ・全国すべての新幹線完全走破！今年 9 月 23 日開業の 

「西九州新幹線かもめ」にも乗車。 
   ・日本最北端の新幹線駅「新函館北斗駅」へは青函トンネル 

を、日本最南端の新幹線駅「鹿児島中央駅」へは新関門 
トンネルを高速通過。 

   ・発売中（旅行代金 250,000 円） 
   ・出発日：2022/11/7（月）、11/9（水） 

※お 1 人さま参加限定のツアーです。 
 
 
  ■鉄道開業 150 年記念 列車で巡る日本列島縦断 7 日間の旅（JR 東海ツアーズ） 
   ・今年 9 月 23 日開業の「西九州新幹線かもめ」を含めた 

9 つすべての新幹線と 6 つの特急列車の「15」の列車を乗り 
つくす日本縦断の旅。 

   ・各地の郷土料理や現地でしか買えない名物駅弁などご当地 
グルメをご賞味。 

   ・2022/9/29（木）14 時発売開始予定 
（旅行代金 430,000 円～450,000 円） 

   ・出発日：2023/2/5（日）、2/19（日） 
 
 
  ■列島縦断！鉄道開業 150 年記念ツアー5 日間（JR 九州） 
   ・今年 9 月 23 日開業の「西九州新幹線かもめ」をはじめ、 

JR6 社すべての列車を乗り継いで、長崎から札幌まで 
縦断。 

   ・京都鉄道博物館、鉄道博物館を訪れ、鉄道開業 150 年の 
歴史と発展を見学。 

   ・発売中（旅行代金 208,000 円～228,000 円） 
   ・出発日：2022/10/15（土） 
 

 
  ※記載の旅行代金はいずれも大人 1 名あたりの金額（税込）です。 
  ※各旅行商品の詳細は各旅行会社から発表します。 
  ※各旅行商品の催行状況は各旅行会社のホームページ等でご確認ください。 
  ※キャンペーン特設サイトでも順次ご紹介します。 

https://railway150.jp 
 

（特設サイトはこちら） 

伊予灘ものがたり 

北海道新幹線 はやぶさ（H5） 

東海道新幹線 のぞみ（N700S） 

西九州新幹線 かもめ 

https://railway150.jp/


５.その他 

JR グループでは、お客さまに安心して鉄道をご利用いただくために、新型コロナウイ

ルス感染症対策に関する取組みを実施しています。詳細は、各社のホームページをご覧

ください。 

ご旅行に際しては、新型コロナウイルス感染症の状況や政府・自治体の要請等を踏ま

えたうえで、適切なタイミングをご判断いただきますようお願いします。 

 

 ※本プレス内に記載の内容は変更になる可能性がございます。使用している画像はイメー

ジです。 


