2022 年５月 30 日
〜「いまこそ輝け︕北のキハ 183 系」キャンペーン 第２弾〜

特急列⾞に乗ってオホーツクに出かけよう︕
北海道内で現役最古参の特急車両「キハ 183 系車両」にスポットを当てた「いまこそ輝
け！北のキハ 183 系」キャンペーンについて、７月より、さらに“行って楽しい”“乗っ
て楽しい”第２弾企画をスタートします。石北本線全線開通 90 周年と連動した「記念入
場券」の発売および「５駅達成特別カード」プレゼント企画を実施するほか、特急車内で
は「かぶりつきシート」を、網走駅では「復刻ヘッドマーク」をお楽しみいただけます。
キハ 183 系による特急車両が複数走るのは、全国でも石北本線だけ。今こそ、オホーツ
クへ出かけてみませんか？
▼ 第２弾の見どころポイント
○「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」を発売します
○特急「オホーツク」「大雪」の「かぶりつきシート」を指定席として発売します
○懐かしのヘッドマークを復刻します

特急オホーツク

特急大雪

▲記念入場券の一例

特急オホーツク（復刻塗装車両）
▲５駅達成特別カード

■「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」キャンペーン

第２弾

現在実施中の内容に続き、４つのお楽しみ企画を実施します。
⑴「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」を発売します
石北本線をはじめ、これまでキハ 183 系車両が走った全道 10 駅で、
「いまこそ輝け！
北のキハ 183 系 記念入場券」を発売します。さらに、石北本線ゆかりの５駅を集めた
お客様には、「５駅達成特別カード」をプレゼントします。
①発売日時

2022 年７月１日（金）各発売箇所の窓口営業時刻から
2022 年 12 月 31 日（土）各発売箇所の窓口終了時刻まで

②発売価格

１枚 200 円（小児用の設定はありません）

③発売枚数

各駅限定 3,000 枚
※限定枚数に到達次第、発売を終了とさせていただきます。
※窓口が混雑している場合には、一度にお買い求めいただける枚数を
お一人様５枚までに制限させていただくことがあります。

④発売箇所

以下の北海道内 10 駅
各駅異なるデザインで発売します。中でも、石北本線ゆかりの５駅は、
「石北本線全線開通 90 周年」にちなんで５枚が連結したデザインです。

⑤そ の 他

･各駅の記念入場券のうち券番 0001 は、網走駅にて展示するため、各駅
での発売は券番 0002 からとなります。なお、各駅とも券番を指定して
お買い求めいただくことはできかねます。
･札幌駅では、発売（在庫）状況に応じ発売する窓口を限定させていた
だく場合があります。

▼各駅の表面デザイン
現在も活躍する特急オホーツク・大雪に加え、かつてキハ 183 系車両で走った列車をデザインします。
※「石北本線ゆかりの５駅」は、★マークのある５駅
網走駅★
北見駅★
遠軽駅★
上川駅★
旭川駅★

札幌駅

函館駅

釧路駅

帯広駅

稚内駅

▼各駅の裏面デザイン
石北本線ゆかりの５駅は、「石北本線全線開通 90 周年」にちなんだ内容で、５駅が連結するデザインで
す。その他の５駅は、現在キハ 183 系車両で使用している機器についてご紹介します。10 駅異なる内容
をお楽しみください。
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石北本線全線開通 90 周年
10 月１日に石北本線が全線開通して 90 周年を迎えます。オリ
ジナル記念ロゴを活用した装飾等でお客様のおもてなしを計画
していますので、お楽しみに！

▶石北本線全線開通
90 周年記念ロゴ

なお各駅では、「北の大地の入場券」も発売中です。お出かけの際はぜひ一緒にお買い求めください。

⑥「５駅達成特別カード」プレゼント企画
石北本線ゆかりの５駅の「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」をお買い
求めの上、半券を集めてご応募いただくと、もれなく「５駅達成特別カード」をプレ
ゼントします。石北本線の歴史とあわせて、2022 年４月より運転している「キハ 183
系復刻塗装車両」をデザインした、応募者限定のカードです。
○応募期間
○応募対象

2022 年７月１日（金）～12 月 31 日（土）※当日消印有効
「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」を石北本線ゆかりの
５駅（網走駅、北見駅、遠軽駅、上川駅、旭川駅）すべてで購入い
ただいたお客様
○プレゼント内容

５駅達成特別カードデザイン

○応募方法
買

う
↓
↓

応

石北本線ゆかりの５駅（網走駅、北見駅、遠軽駅、上川駅、旭川駅）
すべてで「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」を購入

募

専用の申込用紙※1 に「いまこそ輝け！北のキハ 183 系 記念入場券」
↓
の半券（５枚）を貼付し、宛先を書いた返信用封筒※2（切手 94 円
↓
分を添付）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 ５駅達成特別カード」をご指定
の宛先に送付します※3･4
※１ 専用の申込用紙は「いまこそ輝け！北のキハ 183 系」専用サイトに、６月末に掲載します。
※２ 「５駅達成特別カード」のサイズは、タテ 58 ㎜×ヨコ 125 ㎜ですので、返信用封筒は長型３
号（120 ㎜×235 ㎜）でご用意をお願いします。
※３ プレゼント送付の際、送付いただいた申込用紙は事務局にて回収および破棄しますので、予
めご了承ください。
※４ プレゼント送付は応募期間終了後、2023 年１月頃からの発送を予定しております。
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⑵「かぶりつきシート」を指定席として発売します
キハ 183 系は、道内の定期特急列車で唯一、客席からの前面展望（もしくは後面展
望）をお楽しみいただけます。７月より、４号車の２席も指定席として発売し、合計４
席を事前申し込みできるようになります。ここだけの「かぶりつきシート」として、お
楽しみください。

「かぶりつきシート」の様子

①対 象 列 車
②対 象 座 席

特急「オホーツク」「大雪」
１号車 17 番Ａ席・Ｂ席、４号車 17 番Ａ席・Ｂ席
※１号車はすでに指定席として発売中

③車 両 編 成
←網走

６月30日まで

札幌→
１

２

３

４

指定席

グリーン席

指定席 自由席

自由席
※遠軽～網走間逆向き

７月１日から

１

２

指定席

グリーン席

３

４

指定席 自由席 自由席 指定席
※遠軽～網走間逆向き
※４号車の指定席は２席のみ

④対

象

日

⑤発売開始日
⑥料
金
⑦そ の 他

2022 年７月１日（金）のオホーツク１号・３号、大雪３号・４号
2022 年７月２日（土）以降に運転するすべての列車
各列車の運転日１ヶ月前の午前 10 時
通常の指定席と同様に乗車券と指定席特急券でご利用いただけます。
･１号車の２席は、すでに指定席として発売しています。
･業務の都合上、乗務員室に当社関係者が添乗する場合や荷物を置く
場合は、車窓をお楽しみいただけない場合があります。予めご了承
ください。
･走行区間によって、進行方向が変わります。
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⑶懐かしのヘッドマークを復刻します
現在、特急「オホーツク」
「大雪」にて運用中の復刻塗装車両に対して、かつてキハ 183
系で運転した列車のヘッドマークを復刻します。復刻ヘッドマークは７種類で、網走駅
で見ることができます。この機会にぜひ、網走駅へお越しください。
①対 象 車 両
キハ 183 系復刻塗装車両 先頭車（キハ 183-8565）
②対 象 時 期
2022 年７月以降
③ヘッドマークの表示イメージ
網走駅にて特急「オホーツク」
・
「大雪」のヘッドマークを表示切替する際、間のヘッ
ドマークが表示されます。
○表示切替されるタイミング
・「オホーツク１号」網走駅到着～「大雪４号」網走駅出発までの間
・「オホーツク２号」網走駅出発までの間
・「大雪１号」網走駅到着～「オホーツク４号」網走駅出発までの間

⇔

ミッドナイト

⇔

オホーツク

⇔

まりも

⇔

とかち

⇔

サロベツ

⇔

利尻

⇔

北斗

⇔

おおとり

⇔

⇔

大雪

おおぞら

⇔
HOKUTO

オホーツク

④そ

の

他

･復刻ヘッドマークの設置は、復刻塗装を施した先頭車（キハ 183-8565）
１両のみです。その他の車両には設置しません。
･復刻塗装車両の使用列車、使用車両は日によって異なります。
･復刻塗装車両の運行日、運行列車の計画はお知らせしておりません。
「オホーツク」「大雪」ご乗車当日のお楽しみにしてください。
･都合により、表示できない場合があります。
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⑷特製ペナントプレゼント企画を継続します
第１弾より実施中の、「オホーツク」「大雪」の
グリーン席に乗ってもらえる「特製ペナントプレ
ゼント」企画について、ご好評につき７月以降も
継続します。第２弾の各企画とあわせて、ぜひお
楽しみください。
※応募方法等の詳細は、専用ホームページをご覧ください。
※第１弾で実施していた別仕様の特製ペナント（５枚応募版）

【ペナントイメージ】

は、第２弾では実施しませんのでご注意ください。

「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。
https://www.jrhokkaido.co.jp/kitanokiha183/index.html

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。

※写真、イラストはすべてイメージです。
※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。
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