2022 年 1 月 25 日
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あつまれ鉄道ファン！
乗って、巡って、体験して、鉄分を補給しよう！
～鉄道開業 150 年 JR 東日本水戸支社特別企画～
今年は鉄道開業 150 年を迎えます。JR 東日本水戸支社では、特別企画として、常磐線、水戸
線、水郡線沿線の鉄道に関連したスポットを巡るスタンプラリーを開催します。また、鉄道博
物館に向けた団体臨時列車を運行します。
イベントに参加して、鉄道の長い歴史の移り変わりや、今まで知らなかった常磐線、水戸線、
水郡線の魅力をお楽しみください。
◇「鉄分補給スタンプラリー」を開催します。
非接触型モバイルスタンプラリー「SpotTour」アプリを使用し、フォトスポット、歴史、
復刻駅スタンプ、駅舎などを巡る、4 つの「鉄分サプリコース」をお楽しみください！
◇E653 系（国鉄色）で行く鉄道博物館への旅
現役の駅社員、乗務員、車両メンテナンス社員がプロデュース！
鉄道博物館では、お仕事紹介をはじめ当日限定のさまざまなイベントを実施する予定です。
今まで体験したことのない、常磐線の新たな魅力や鉄道の旅をお楽しみいただけます。
１ 鉄分補給スタンプラリー
常磐線・水戸線・水郡線の鉄道に関連するスポットを巡るスタンプラリーです。
鉄道の写真撮影スポットや、廃線跡、復刻駅スタンプなど、さまざまなテーマで
鉄道の魅力を感じることができます。この機会に、ぜひご参加ください。
(1) 開催期間
2022 年 2 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）
※ポスターイメージ

(2) 参加方法

① スマートフォンなどの対応機器にて、アプリ「SpotTour（スポットツアー）」を検索、または
以下の QR コードを読み取り、ダウンロード（無料）してください。
② 4 つのコースに参加し、各スポットを巡りましょう。スポットを訪れると、懐かしのヘッド
マークをデザインしたデジタルスタンプを獲得できます。
③ いずれかのコースにご参加いただいた方に、対象駅にて、記念の賞状をプレゼントします。
◇対象駅：土浦駅、水戸駅、いわき駅 ※「ツアーガイド画面」を駅係員にご提示ください。

※参加イメージ

※SpotTour QR コード

(3) 参加費
無料
※参加に伴う通信料および列車ご利用の際の運賃などはお客さまのご負担となります。
(4) コース内容
① フォトトールＡコース（ツアーコード：
「73810」
）
常磐線・水戸線・水郡線の鉄道写真が撮れる、
「写真が好きな方」におすすめのコース。自然の
中を走行する列車を撮影できるスポットなど、あなただけの魅力あふれる「自慢の一枚」が撮
れること間違いなしです。
◇懐かしのヘッドマーク
デザインスタンプ

◇スポット例

鬼怒川橋りょう

第６久慈川橋りょう付近

久之浜バイパス

② スタンパーＢコース（ツアーコード：
「05259」
）
久ノ浜駅や下孫駅（現：常陸多賀駅）など、全 12 種類の復刻駅スタンプを対象の駅に設置いた
します。今では押すことのできない懐かしいデザインのスタンプを、この機会に集めてみては
いかがでしょうか。
◇スタンプ例

久ノ浜駅

◇懐かしのヘッドマーク
デザインスタンプ

下孫駅（現：常陸多賀駅）

石岡駅

③ レキシールＣコース（ツアーコード：「04773」
）
SL の車両が静態保存されている千波公園（水戸市）
、石井街区公園（笠間市）
。当時の面影が残
る鹿島鉄道跡地（石岡市）や旧古河好間炭鉱専用線好間川橋梁（いわき市）などを巡ります。
現地に足を運び、鉄道の歴史を辿ってみてはいかがでしょうか。
◇スポット例

千波公園

◇懐かしのヘッドマーク
デザインスタンプ

石井街区公園

旧古河好間炭鉱専用線好間川橋梁

④ エキスキーＤコース（ツアーコード：
「06807」
）
歴史深い駅舎や有名建築家によるアートな駅舎など、魅力あふれる駅舎を巡ります。鉄道や地
域の移り変わりを見つめてきた駅舎巡りで、これまで知らなかった新しい発見があるかも!?
◇スポット例

石岡駅

◇懐かしのヘッドマーク
デザインスタンプ

いわき駅

日立駅

(5) Instagram ギャラリー展
各コースのスポットで撮影した自慢の写真を Instagram に投稿しよう！
「#鉄分補給スタンプラリー」のハッシュタグを付けて投稿することで、皆さまだけの素敵な
ギャラリー展に！ご家族や友人とシェアしてお楽しみください。

※投稿写真例

２ E653 系（国鉄色）で行く鉄道博物館への旅
車内イベント、鉄道博物館内での当日限定イベントをはじめ、限定掛け紙の駅弁、鉄カード、乗車
を記念したプレートのお土産品など、さまざまな形で、列車旅の魅力をお楽しみいただけます。
また、普通車の一部に「お子さま連れ（ファミリー）専用車両」を設定し、お子さま連れのお客さま
でも周囲に気兼ねなくご乗車いただけます。この機会に、ぜひご参加ください。

(1) 商品概要
インターネット限定
～現役の駅社員、乗務員、車両メンテナンス社員プロデュース～
E653 系（国鉄色）で行く鉄道博物館への旅
【旅行企画・実施】株式会社びゅうトラベルサービス
E653 系（国鉄色）

■ 出 発 日：2022 年 3 月 19 日（土）
■ 募集人員：318 名（最少催行人員 100 名）
グリーン車利用

18 名

普通車利用

200 名

お子さま連れ（ファミリー）専用車両利用

100 名

■ 旅行代金

()はこども料金

座席種別

勝田駅

水戸駅

土浦駅

グリーン車利用

24,000 円（20,000 円）

22,000 円（19,000 円）

普通車指定席利用コース

16,000 円（11,000 円）

14,000 円（10,000 円）

お子さま連れ（ファミリー）専用車両利用

15,500 円（10,500 円）

13,500 円（ 9,500 円）

行程
E653 系

埼玉新都市交通

徒歩

（ニューシャトル）

常磐線・上野東京ライン・横須賀線・山手貨物線・東北貨物線経由

往路

勝田駅＝＝水戸駅＝＝土浦駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大宮駅++++鉄道博物館駅・・・鉄道博物館
8:14 頃発

8:21 頃発

9:16 頃発

徒歩

12:25 頃着

埼玉新都市交通

13:00 頃着

E653 系

（ニューシャトル）

東北貨物線・武蔵野線・常磐線経由

復路

鉄道博物館・・・鉄道博物館駅++++++大宮駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝土浦駅＝＝水戸駅＝＝勝田駅
16:30 頃発

17:25 頃発

19:06 頃着

19:54 頃着

20:00 頃着

※記載の時刻は全て予定です。変更となる場合がございます。
※旅行商品のみでの発売となります。
(2) 使用車両・運行ルート
■ 車両：E653 系（国鉄色）※車両は変更となる可能性がございます。
■ 編成：7 両（全席指定席）
■ 設備：グリーン車、普通車

■ E653 系の運行ルート ※定期列車にはないルートを通ります！
【往路】勝田駅→常磐線→上野東京ライン→横須賀線→山手貨物線→東北貨物線→大宮駅
【復路】大宮駅→東北貨物線→武蔵野線→常磐線→勝田駅
※大宮駅～鉄道博物館駅間は、埼玉新都市交通（ニューシャトル）利用となります。
(3) おすすめのポイント
■ 鉄道博物館内での当日限定イベントの開催
国鉄車両での「ひたち」のヘッドマーク設置の
実演をはじめ、JR 東日本社員が鉄道博物館内で
さまざまなイベントを実施します。
そのほか、鉄道ジオラマでは鉄道博物館の展示解説員による
常磐線解説プログラムを実施します。
■ 限定掛け紙付きの駅弁
ツアー限定の特製の掛け紙を付けたお弁当をご用意いたします。
※お弁当は「常磐街道 味めぐり」となります。

鉄道博物館（画像提供：鉄道博物館）

■ 限定のオリジナル「鉄カード」
常磐線にちなんだ限定のオリジナル「鉄カード」をプレゼントします。
【参考】鉄カードとは
鉄カードとは、全国各地の鉄道会社が共通のデザインで作成するトレーディング
カードです。
2019年10月には、国土交通省が選考している日本鉄道大賞を受賞しています。

(鉄カードイメージ)
※今回のデザインとは異なります。

■ 乗車記念特製プレート
JR 東日本社員がデザインした常磐線特急列車をモチーフにした図柄の
オリジナル特製プレートのお土産品つきです。
(特製プレートイメージ)

■ 運転士体験教室

※今回のデザインとは異なります。

お客さまの中から抽選で、運転士体験教室にご参加いただけます！
※参加可能人数：10 名程度
※現役の乗務員が一緒に参加いたします。
(4) お申込み
■ 発 売 日：2022 年 2 月 1 日（火）14:00～
■ 申込方法：インターネット限定販売
㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト限定
（https://www.jrview-travel.com/reserve/topList）からお申込みください。
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
■ 車内ではマスクの着用をお願いいたします。
■ ツアー参加時、検温や手指消毒などへのご協力をお願いいたします。
■ ご体調確認アンケートへのご協力をお願いいたします。
※その他、車両や駅などの感染症対策については、JR 東日本ホームページ
（http://www.jreast.co.jp/）をご覧ください。

水戸支社の鉄道開業 150 年特別企画の詳細については、JR 東日本 の HP をご覧ください。
URL：https://www.jreast.co.jp/mito/tetsubunhokyustamprally/
※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※SpotTour は SpotTour,Inc.の商標または登録商標です。
※Instagram は、Instagram, LLC の商標または登録商標です。
※お子さま連れ（ファミリー）専用車両は、おとな 1 名さま以上と小学生以下のお子さま（幼児
含む）1 名さま以上よりお申込みいただけます。
※新型コロナウイルスの感染拡大などにより、本イベントを中止または内容を変更する場合があり
ます。
※画像は全てイメージです。

