2021 年 12 月 20 日

～

石北本線に「ラベンダー」編成が仲間入り

～

「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」キャンペーンの実施について
2022 年１月 18 日より、特急「オホーツク」
「大雪」で使用する車両に、ニューフェース・261 系
5000 代「ラベンダー」編成が加わります。「キハ 183 系」と「ラベンダー」編成がタッグを組んだ
この機会に、新たな仲間に負けじと活躍する「キハ 183 系」にスポットを当てたキャンペーンを実
施します。新鋭車両とベテラン車両が揃い踏みするいま、オホーツクへ出かけてみませんか？
１.車両のご紹介

車両名
運用開始

キハ 183 系
261 系 5000 代「ラベンダー」編成
1986 年（昭和 61 年）、現役最古参の特急気動車 2021 年（令和３年）５月、JR 北海道の最新車両

外観

「HET 色」で運行中

車内

普通席、グリーン席を設置。グリーン席は眺
望の良いハイデッカー車で全席にパソコン用
コンセントを完備。
〇先頭車
〇フリースペース
道内の定期特急列車の中で唯一、客室からの前 落ち着いた雰囲気が魅力的なフリースペースを
面展望（もしくは後面展望）が可能
設置（Wi-Fi 完備・コンセント利用可能、パー
テーション設置）

その他
（特徴）

北海道を代表する花「ラベンダー」をイメージし
たカラー
全席普通席。インアームテーブルを全席完備。
（Wi-Fi 完備・コンセント利用可能）

２.特急「オホーツク」
「大雪」の「ラベンダー」編成での運転日
列車名

発駅

発時刻

着駅

着時刻

「ラベンダー」編成での運転日

オホーツク３号

札幌

17：30

網走

23：00

大雪２号

網走

8：06

旭川

11：50

大雪１号

旭川

12：41

網走

16：35

オホーツク４号

網走

17：25

札幌

22：53

2/3,6,9,12,15,18,21,24

オホーツク１号

札幌

6：56

網走

12：17

1/20,23,26,29

大雪４号

網走

12：35

旭川

16：19

大雪３号

旭川

17：05

網走

20：49

オホーツク２号

網走

5：56

札幌

11：19

1/18,21,24,27,30
2/2,5,8,11,14,17,20,23
1/19,22,25,28,31

2/1,4,7,10,13,16,19,22,25
1/21,24,27,30
2/2,5,8,11,14,17,20,23,26

※急遽、使用する車両が変更になることがあります。※上記以外の日程はキハ 183 系の運転となります。

３．「キハ 183 系」車両のご紹介
キハ 183 系車両は北海道内では現役最古参の特急気動車です。キハ 183 系による特急列車が複数
走るのは全国でも石北本線だけ、なかでも床を高く上げ天井まで届く大きな窓を持った「ハイデッ
カーグリーン車」は今や「オホーツク」
「大雪」だけの存在です。
〇運用開始：1986 年（昭和 61 年）11 月

※現在運用中の車両の運用開始時期です。

〇過去の主な運用列車
「おおぞら」
（札幌～釧路） ・・・2001 年（平成 13 年）まで
「とかち」（札幌～帯広）

・・・2009 年（平成 21 年）まで

「サロベツ」
（札幌～稚内） ・・・2017 年（平成 29 年）まで
「北斗」
（札幌～函館）

・・・2018 年（平成 30 年）まで

「オホーツク」
（札幌～網走）
・・・現在運用中
「大雪」
（旭川～網走）

・・・現在運用中

〇グリーン車（ハイデッカー）
４両編成の２号車に連結されるグリーン車指定席は、車窓の眺めがワイドに楽しめるハイデッカ
ー仕様です。２＋１配置のリクライニングシートが配置され、広々とした空間でゆったりとくつ
ろぐことができます。
全席にパソコン用のコンセントが付いていますので、ビジネスユースにも最適です。

〇先頭車（前面展望が楽しめる）
キハ 183 系は道内の定期特急列車の中で唯一、客室からの前面展望（もしくは後面展望）をお楽
しみいただけます。

４.「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」キャンペーン
そのグリーン車をご利用のお客様向けのキャンペーンを実施します。

【キャンペーンロゴ】

⑴「幻の乗車証明書」プレゼント企画

石北本線の対象駅で、特急「オホーツク」
「大雪」のグリーン券ご購入のお客様に、
「幻の乗車証
明書」をプレゼントします。この機会に石北本線を巡ってみませんか。
※「幻の乗車証明書」とは･･･
2021 年５月の「ラベンダー」編成お披露目運転時に
「オホーツク」
「大雪」で配布予定だった乗車証明書
（全４種）です。
【幻の乗車証明書の一例】

〇期間

2022 年１月 18 日（火）～６月 30 日（木）購入分

※無くなり次第終了

〇対象

キャンペーン対象駅で特急「オホーツク」「大雪」のグリーン券購入のお客様
※ご利用区間は任意です。ただし、指定席交付のみのご利用（指定のみ券）は除き
ます。グリーン券１枚購入につき、乗車証明書１枚プレゼントします。
※対象駅でのえきねっと予約の受取も対象です。

〇対象駅

上川駅、遠軽駅、北見駅、網走駅の４駅

〇プレゼント受け取り方法
買う

上川駅、遠軽駅、北見駅、網走駅いずれかの駅で「オホーツク」又は「大雪」の
グリーン券を購入

合言葉

かがや

購入時に窓口で合言葉「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」を伝える
（えきねっと予約分を券売機で引き取りの場合は、引換後みどりの窓口にお越しください）

プレゼント

「グリーン券の購入＋合言葉」で、
「幻の乗車証明書」をプレゼント
※乗車証明書は各駅でデザインが異なります。

〇2022 年１月 18 日（火）発売分から対象となります。（駅により、営業開始時間が異なります）
〇数には限りがあります。予告なくプレゼントを終了することがありますのであらかじめご承知
おきください。
〇グリーン券の購入のみ、合言葉のみでのプレゼントはありません。グリーン券の購入と合言葉
を一緒にお願いします。
※注．購入時以外の申し出は、ご対応いたしかねますので予めご了承ください。

⑵「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」特製ペナントプレゼント企画
「幻の乗車証明書」プレゼント企画において、対象駅の４駅すべてでグリーン券をご購入いただ
いたお客様に「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」特製ペナントをプレゼントします。
〇期間

2022 年１月 18 日（火）～６月 30 日（木）

※当日消印有効

〇対象

上川駅、遠軽駅、北見駅、網走駅の４駅すべてで特急「オホーツク」
「大雪」のグリ
ーン券を購入（えきねっと受取も含む）し、ご乗車いただいたお客様
※ご利用区間は任意です。ただし、指定席交付のみのご利用（指定のみ券）は除き
ます。

〇実施方法

郵送でのお申し込み

〇プレゼント受け取り方法
乗る

上川駅、遠軽駅、北見駅、網走駅の４駅で購入した「オホーツク」又は「大雪」の
グリーン券でグリーン車に乗車

申し込み

※1

専用の申込用紙※2 に旅行終了後のグリーン券（４枚）を貼付し、返信用封筒※3（切
手貼付）と一緒に事務局へ送付

プレゼント

「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」特製ペナントを
ご指定の宛先に送付します※4
【ペナントイメージ】

※１.キャンペーン期間中（1/18～6/30）にご購入、ご乗車、お申込みが必要です。
※２.専用の申込書は「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」専用サイトからご利用ください
※３.ペナントのサイズはタテ 23cm、ヨコ 32cm ですので、返信用封筒は角形２号（240mm×332mm）の
ご用意をお願いします。
※４.ペナント送付の際、送付いただいた専用の申込用紙もあわせて返送します。ただし、受付作業による
乗車券類の汚れ、破損等による乗車券類の再発行はいたしかねますので、予めご了承ください。

〇応募方法の詳細は専用サイトからご確認いただけます。（１月下旬より公開）
特製ペナントは応募期間終了後、７月上旬頃からの発送を予定しております。
★★★261 系 5000 代「ラベンダー」編成にも乗車すれば特別ペナントプレゼント★★★
「ラベンダー」編成で運転する特急「オホーツク」
「大雪」の指定券を追加して「５枚」応募の場合
には、別仕様の「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」特製ペナントをプレゼントします。
※グリーン券４枚の応募との重複応募はできません。

⑶キハ 183 系デビュー時の復刻塗装企画
先頭車１両、グリーン車１両を昭和 61 年のデビュー当時の塗装に復刻します。
復刻塗装の車両は 2022 年２月から３月にかけて塗装を完了した後、定期列車で運行します。

※２両のみ塗装変更を行います。

「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」キャンペーンの詳細は専用ホームページでご紹介していま
す。ぜひご覧ください。今後もキハ 183 系についてのキャンペーンを展開していきます。
https://www.jrhokkaido.co.jp/kitanokiha183/

お客さまへのお願い

マスクの着用

ソーシャルディスタンスの確保

会話は控えめに

お客さまのご理解とご協力をお願いします。

列車の運行および車内サービスについて
運転日、時刻、使用する車両は予告なく変更となる場合がございます。
また、天候、混雑、新型コロナウイルス感染状況等によっては、急遽列車の運行および車内サ
ービスを中止とする場合がございます。ＪＲ北海道ホームページにて最新の運行情報をご確
認の上、ご乗車ください。
※本プレスで掲載している写真、イラストは全てイメージです。
※本プレス内容は、状況により、急遽内容の変更または中止になることがあります。

