2022 年 7 月 14 日
JR グ ル ー プ
～WEB アプリ「TRAIN TRIP」のスタンプ・特典の追加と記念旅行商品のご紹介～

「鉄道開業 150 年キャンペーン」が夏のお出かけをさらに楽しくします！

○1872 年 10 月 14 日に日本で鉄道が開業し、今年で 150 年を迎えます。これを記念して、
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。
〇鉄道のご利用を楽しんでいただける WEB アプリ「TRAIN TRIP」の内容を拡充し、
「STATION
STAMP」のスタンプを追加するほか、スペシャルスタンプや素敵な記念グッズがもらえる
企画を開始します。
〇各旅行会社から鉄道開業 150 年記念旅行商品も一部ご紹介します。この機会にぜひ鉄道
でのご旅行をお楽しみください。

１.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、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）」と、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）」を展開しています。
⑴

STATION STAMP の追加
現在 120 駅のスタンプを展開しておりますが、
2022 年 7 月 15 日（金）にさらに 120 駅のスタンプ
を追加します。
ご自宅やお出かけ先の最寄駅にもスタンプが追加
されるかもしれません。ぜひご期待ください。

⑵

（追加する STATION STAMP の一例）

獲得したスタンプの組合せに応じてスペシャルスタンプをプレゼント
獲得条件を達成すると、スペシャルスタンプがもれなく手に入る機能を、2022 年 7
月 15 日（金）に追加します。スペシャルスタンプは徐々に追加していきます。
初回リリースするスペシャルスタンプは全 6 種類。獲得条件は以下のとおりです。
どんなスタンプが貰えるか、お楽しみに！
※今後追加するスペシャルスタンプは、JR グループの Twitter 公式アカウント
（@JRgroup_cp）でお知らせします。
※2022 年 4 月 28 日（木）以降に獲得したスタンプが、獲得条件の対象です。

【スペシャルスタンプの獲得条件】
稚内駅と旭川駅のスタンプを獲得

稚内駅

旭川駅

岐阜駅と下呂駅のスタンプを獲得

岐阜駅

下呂駅

高松駅と宇和島駅のスタンプを獲得

高松駅

宇和島駅

秋田駅と青森駅のスタンプを獲得

秋田駅

青森駅

大阪駅と金沢駅のスタンプを獲得

大阪駅

金沢駅

博多駅と由布院駅のスタンプを獲得

博多駅

由布院駅

２.150 年記念グッズが当たる！プレゼントキャンペーン
応募条件を達成すると、鉄道開業 150 年キャンペーン記念グッズを抽選でプレゼン
トします。いずれもスタンプがデザインされたおしゃれな旅行グッズになっており、
お出かけの際の楽しい気持ちを盛り上げます。今後、記念グッズの追加も予定してお
りますのでご期待ください！
■期間 2022 年 7 月 15 日（金）～2023 年 1 月 31 日（火）
■賞品と応募条件
スーツケース
ドリンクホルダー
レジャーシート

賞品
(ｲﾒｰｼﾞ)

応募条件

10 名様

300 名様

500 名様

各エリアのスタンプを
それぞれ１つ以上獲得

いずれか 1 エリアの
スタンプを 10 個以上獲得

スタンプを 5 個以上獲得

※エリアの区分は、北海道、東北・関東、中部、近畿、中国・四国、九州の 6 エリアです。各都道府
県がどのエリアに属するかは WEB アプリ「TRAIN TRIP」内のよくあるご質問をご確認ください。
※プレゼントキャンペーンに参加する際は必ず WEB アプリへのログインが必要となります。
※応募条件は、プレゼントキャンペーン期間中に獲得されたスタンプが対象となります。
※応募条件を達成すると、WEB アプリ「TRAIN TRIP」の中に応募ボタンが表示されます。当選者の発
表方法などの詳細は WEB アプリ「TRAIN TRIP」の中でご案内します。
※賞品は変更となる場合があります。

３.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。
■鉄道開業 150 年記念企画 日本列島鉄道の旅 6 日間（クラブツーリズム）
・15 の列車にご乗車！北海道～九州までの区間を JR6 社でつなぐ。
・旅の締めくくりは日本唯一の定期寝台特急「サンライズ」
のうち、「サンライズ瀬戸」にて東京へ。
・発売中（旅行代金 220,000 円）
・出発日：2022/8/21(日)
サンライズ瀬戸

■日本列島縦断 車窓を眺めて鉄道紀行 5 日間（読売旅行）
・日本唯一の定期寝台特急「サンライズ」や九州の観光列車
「指宿のたまて箱」「ゆふいんの森」など普段乗る機会がない
列車にご乗車。
・薩摩半島の名湯･指宿温泉、北海道の名湯･湯の川温泉、日本
ゆふいんの森
最北の地･さいはて稚内など趣向を凝らした地域のホテルを
ご用意。
・発売中（旅行代金 199,900 円～219,900 円）
・出発日：2022/10/25(火)、10/30(日)、11/25(金)、11/27(日)、12/4(日)
■鉄道開業 150 年記念ツアー JR6 社を利用して北海道から九州へ（JTB）
「話題の観光列車と世界遺産でつなぐ日本周遊の旅 8 日間」
・人気の D&S（デザイン＆ストーリー）列車「３６ぷらす３」、
「伊予灘ものがたり」、「etSETOra」にご乗車。
・東京ステーションホテルでは「鉄道開業 150 年記念の特別
メニューのディナーと東京駅の歴史に触れるホテル館内
東京ステーションホテル（外観夜景）
ツアー」にご参加。
・2022/7/29（金）11 時発売開始予定（旅行代金 1,100,000 円～1,280,000 円）
・出発日：2023/2/21(火)
■鉄道開業 150 年 日本周遊 昭和から令和へ鉄道の軌跡をたどる 8 日間
（JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス）
・旅の出発は数少ない寝台列車「サンライズ瀬戸」にご乗車。
デビュー25 年の新幹線から 2022 年 9 月 23 日開業の西九州
新幹線にもご乗車。
・日本海の雄大な景色を大きな窓から楽しむ「リゾート
しらかみ」にも乗車し、鉄道歴史パーク in SAIJO では
ガイドによる鉄道の歴史をご案内。
リゾートしらかみ
・2022/8/9（火）13 時発売開始予定（旅行代金 300,000 円～340,000 円）
・出発日：2022/11/9(水)、11/24(木)
■鉄道開業 150 年記念ツアー JR でめぐる日本列島周遊の旅 14 日間（日本旅行）
・汽笛を響かせ山間を駆ける「SL やまぐち号」などの観光
列車と、なかなか乗ることのできない特別列車にもご乗車。
・鉄道の歴史や郷土芸能などにふれる特別企画をご用意。
・2022/9/1（木）10 時発売開始予定
（旅行代金 1,500,000 円～2,000,000 円）
・出発日：2022/11/3(木)
SL やまぐち号
※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。
※キャンペーン特設サイトでも順次ご紹介します。
（特設サイトはこちら）
https://railway150.jp

４.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。

