
「青函トンネル」＆「瀬戸大橋線」 
開業３５周年記念キャンペーンの開催について 

 

２０２３年２月１７日 

北海道旅客鉄道株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 

 

 

1988 年に青函トンネル（開業日：３月 13 日）と瀬戸大橋線（開業日：４月 10 日）が開

業し、北海道と四国が鉄路で本州と繋がってから３５周年を迎えます。 

ＪＲ北海道とＪＲ四国ではこれまでのご愛顧に感謝するとともに、これからも親しみを

持ってご利用いただけるように 2023年中をキャンペーン期間として、３５周年を記念した

イベントの実施や特別ツアーの企画などを行ってまいります。ぜひこの機会に青函トンネ

ルと瀬戸大橋線をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

○ポスターの制作 

  開業からこれまでの感謝を伝え、これまでの３５年の歩 

みを振り返るとともに、キャンペーンを盛り上げるため共 

通ポスターを作成し北海道と四国を中心に展開します。 

 展開エリア：ＪＲ北海道管内の主要駅等 

       ＪＲ四国管内の主要駅等 

 掲 出 期 間：2023年３月上旬～2023年 12月頃予定 

      ※掲出期間は予告無く変更となる場合があります。 

      ※ポスターイメージは変更となる場合があります。 

ＪＲ北海道×ＪＲ四国 共同企画について 

＜第１弾＞ 

○ロゴマークについて 

○キャンペーン特設サイトの開設について 

○記念入場券の発売について 

○青函トンネル開業３５周年記念パネル展の実施について 

＜第１弾＞ 

○ロゴマークについて 

○キャンペーン特設サイトの開設について 

○特別ツアーの実施について 

○瀬戸大橋線開業３５周年記念デジタルスタンプラリーの開催について 

○瀬戸大橋アンパンマントロッコ運転日の追加について 
○アンパンマン列車スタンプラリー 瀬戸大橋線開業３５周年賞の設定について 

ＪＲ四国の瀬戸大橋線開業３５周年企画について 

ＪＲ北海道の青函トンネル開業３５周年企画について 

＜ポスターイメージ＞ 



 

 

１ ロゴマークについて 

   青函トンネル開業３５周年を祝うとともに、これからも 

北海道新幹線は次の未来に向けて走り続けていくという 

想いを表現しました。ロゴの中心にある３５の間を北海道 

新幹線が通過する様子をデザインしています。 

 

２ キャンペーン特設サイトの開設について 

   開業３５周年を迎える青函トンネルから走り抜けてくる北海道新幹線がデザイン 

された、キャンペーン特設サイトを開設します。 

キャンペーン期間中に実施する特別企画の情報を紹介します。 

   

  ○特設サイト開設日：2023年３月 13日(月) 10時 00分 

  ○特設サイト URL：https://www.jrhokkaido.co.jp/seikan35th/ 

 

３ 青函トンネルを走行していた列車が大集合！記念入場券セットを発売します！ 

かつて青函トンネルを走行していた往年の名列車たちが記念入場券セットとして 

蘇ります！青函トンネルの別称「青函隧道」がゴールド色でデザインされている、 

期間限定の記念入場券セットです。この機会にぜひお買い求めください。 

 

(1) 発売期間 

2023年３月 13日（月）～８月 31日（木） 

(2) 発売箇所 

新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅 

(3) 発売金額 

１セット：600円（こどもの設定はありません） 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ＪＲ北海道の青函トンネル開業３５周年企画について 
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https://www.jrhokkaido.co.jp/seikan35th/


 (4) 注意事項 

    ・なくなり次第、発売終了とさせていただきます。 

    ・郵送での販売は行いません。 

    ・お買い求めは発売箇所の営業時間内に限ります。 

・窓口が混雑している場合などは、一度にお買い求めいただける枚数を５セットまで

に制限させていただくことがございます。 

・記念入場券セットの券番号 0001～0003は、沿線地域の関係する方々へ進呈するた

め、発売はございません。 

 

４ 青函トンネルの昔と今、未来をひとめぐり！青函トンネル開業３５周年記念パネル展 

   1988年３月 13日に開業した青函トンネルの着工経緯から、現在までのあゆみを紹介 

します。そのほかにも青函トンネルを走行していた列車の鉄道備品も展示予定です。 

ぜひ、パネル展にお立ち寄りいただき、青函トンネルの今までの歩みを写真や鉄道備 

品とともに、懐かしみながら振り返ってみてはいかがでしょうか。 

 

(1) 設置期間 

2023年５月１日（月）～６月 30日（金）（予定） 

(2) 設置場所 

函館駅改札内 

(3) その他 

函館駅の改札内に入場する場合は、乗車券または入場券が必要です。 

  ※展示内容は急遽変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

  掲載している内容は変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【青函トンネル開業３０周年の際に実施したパネル展（イメージ）】 



 

 

１ ロゴマークについて 

  瀬戸大橋線の開業３５周年を祝うとともにキラキラと輝く 

四国をデザインし、地域の更なる発展への期待を表現しました。 

配色はピンクと水色を組み合わせ、ロゴマークの中心におい 

て瀬戸大橋の存在感が強調されるデザインとしました。 

 

２ キャンペーン特設サイトの開設について 

  キャンペーン特設サイトで、瀬戸大橋線開業３５周年記念旅行商品など瀬戸大橋線の

ご利用や四国へのご旅行も楽しんでいただける企画についてご紹介します。 

   

  ○特設サイト開設日：2023年２月 24日(金) 10時 00分   

○特設サイト URL：https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html 

 

３ 特別ツアーの実施について 

(1) 商品名 

①瀬戸大橋線開業３５周年スペシャルツアー 

ア、海峡の四国色！「キハ 185系リバイバルうずしお号」の旅 

②瀬戸大橋線開業３５周年記念ＪＢ本四高速・ＪＲ四国連携事業 

イ、瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー午前撮影（上・横ブロック） 

ウ、瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー午後撮影（上・横ブロック） 

(2) ツアー概要 

①【海峡の四国色！「キハ 185系リバイバルうずしお号」の旅】 

・国鉄型気動車キハ 185 系の中でも希少な四国色を纏う車両を団体臨時列車とし

て運転します。 

・昔懐かしい旧デザインの「うずしお」ヘッドマークを掲出して走行します。 

・ツアーにお申し込みのお客様限定の乗車記念品を進呈します。 

②【瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー】 

・普段は立ち入ることができない瀬戸大橋の管理用通路から定期列車のほかに、岡

山行きまたは高松行きいずれかのキハ 185系「リバイバルうずしお号」を撮影で

きます。 

・高松駅⇔児島駅間の往路・復路いずれかでキハ 185系「リバイバルうずしお号」

に乗車します。 

・列車撮影会場までの移動には屋根のないオープンタイプの２階建てバス「瀬戸内

そらバス」で移動します。 

※ツアーご参加に関する注意事項※ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ四国の瀬戸大橋線開業３５周年企画について 

・高所及び閉所恐怖症の方はご遠慮ください。 

・雨天や強風などの気象条件により、橋上部での撮影ができない場合やツアーを中止する場合があります。 

（ツアーが中止になった場合、ツアー代金の返金以上の責任を負いません。） 

・カメラ、スマートフォン（カメラ付携帯電話を含む）等の橋上への持ち込みは原則１点、最大２点までです。 

・落下防止のため、眼鏡、カメラ、双眼鏡、スマートフォン（カメラ付携帯電話を含む）等は、必ず首から 

提げられる状態にしていただきます。それ以外のものは、橋上ではご使用できません。 

・普段は一般のお客様に開放されていない橋上への立ち入りを伴う企画のため、上記の他にも様々な制約事項・ 

注意事項があります。必ず別紙「瀬戸大橋(北備讃瀬戸大橋)上での撮影にあたっての順守事項」をご確認の 

うえ、お申し込みください。 

https://www.jr-eki.com/seto-ohashi_line_35th/index.html


(3) 出発日・旅行代金 

2023年４月９日（日） 

①海峡の四国色！キハ 185系リバイバルうずしお号の旅 

 高松駅集合/高松駅解散  

   大人：15,000円  こども：13,500円 

②瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー午前撮影 

 坂出駅集合/高松駅解散 

   大人：30,000円 

※こども（小学生以下）のお客様はお申込みいただけません。 

※中学生は、大人（18歳以上）の同伴者が必要です。 

    ③瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー午後撮影 

高松駅集合/坂出駅解散 

大人：30,000円 

※こども（小学生以下）のお客様はお申込みいただけません。 

※中学生は、大人（18歳以上）の同伴者が必要です。 

(4) 募集人員 

①海峡の四国色！キハ 185系リバイバルうずしお号の旅 0060名様募集 

  【最少催行人員 50名様】 

②瀬戸大橋管理用通路から列車撮影体験ツアー      各団 20名様募集 

【最少催行人員 10名様】 

(5) 発売時期 

2023年２月 26日（日）10：00から 

※ＪＲ四国ツアーホームページからの販売予約受付は出発の８日前までです。 

(6) その他 

ツアーの詳細については、ＪＲ四国ツアーのホームページをご覧ください。 

https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P42 

 

４ 瀬戸大橋線開業３５周年記念デジタルスタンプラリーの開催について 

   瀬戸大橋線開業３５周年を記念し、デジタルスタンプラリーの開催を計画していま

す。スタンプのデザインには復刻の駅スタンプを採用し、当時の雰囲気を初めて味わう

方も、なつかしんでいただける方も、みなさまが四国各地を旅行しながらお楽しみいた

だける企画を計画中です。 

  獲得したスタンプの数に合わせてご応募いただける素敵な賞品の設定も検討中です 

ので、是非、瀬戸大橋線をご利用いただき、四国の旅をお楽しみください。 

 

※詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。 

 

○スタンプイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P42


５ 瀬戸大橋アンパンマントロッコ運転日の追加について 

(1) 概要 

人気アニメ「それいけ！アンパンマン」の世界観を表現した様々な列車を運行する

アンパンマン列車。その中で瀬戸内海の爽やかな潮風を浴びながら走る瀬戸大橋アン

パンマントロッコが４月～６月の間、瀬戸大橋線開業３５周年を記念して土休日を中

心とした運転日に加えて月・金曜日も運転いたします！ 

(2) 瀬戸大橋アンパンマントロッコ運転日（2023年４月～６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他 

(2)以外の運転日につきましては、アンパンマン列車ホームページをご確認ください。 

https://www.jr-eki.com/aptrain/index.html 

 

６ アンパンマン列車スタンプラリー 瀬戸大橋線開業３５周年賞の設定について 

(1) 概要 

毎年お子さま連れのお客様にご好評をいただいております「アンパンマン列車スタ

ンプラリー」を 2023 年も開催する予定です。今回のスタンプラリーでは従来の賞品

に加えて、「瀬戸大橋線開業３５周年賞」の設定を計画しておりますので、ぜひお楽し

みください。 

(2) その他              

アンパンマン列車スタンプラリーの詳細につきましては、2023 年３月上旬にお知

らせする予定です。 

 

 

 

 

ＪＲ北海道とＪＲ四国では、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り組みを実施しています。詳細は、ホームページをご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ北海道   https://www.jrhokkaido.co.jp/korona/index.html 

ＪＲ四国    https://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/00_taisaku/ 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する取り組みについて 

https://www.jr-eki.com/aptrain/index.html
https://www.jrhokkaido.co.jp/korona/index.html
https://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/00_taisaku/


◆ 瀬戸大橋(北備讃瀬戸大橋)上での撮影にあたっての順守事項

「瀬戸大橋の橋上」という、普段は一般のお客様が立ち入れない点検用のエリア（特殊環境）での撮影となります。
関係者以外の立ち入りを想定していない構造であることから、「安全の確保」（特に「橋上からの落下防止」）のため、
以下の点を順守いただくことにご同意のうえ、お申し込み・ご参加ください。

※ 当日は受付でツアーの参加条件を満たすことを確認の上、同意書にサインしていただきます。

● お申し込み・参加条件について ●
・見学は徒歩ですので、補助具なしで自ら２km以上の歩行ができ、階段及び梯子の昇降ができることが必要です。
・参加者は中学生以上の方に限ります。（中学生は、大人（18歳以上）の同伴者が必要です。）
・高所及び閉所恐怖症の方はご遠慮ください。 橋上での移動・撮影時間中は、途中で引き返すことが出来ません。
・受付時に検温及び体調チェックを実施いたします。
・発熱の症状がある方は、ツアーにご参加いただけません。
・飲酒されている方は、ツアーにご参加いただけません。
また、案内者が必要と認めた時は、アルコールテストをする場合がありますので、これに同意していただきます。
※テストの結果「飲酒」と判断された場合、ツアーに参加出来ません。この場合、ツアー代金の返金はいたしません。

・申し込みをされたご本人であることを確認するために、保険証・運転免許証等を提示いただく場合があります。
・安全確保のため、持参物（リュック等の中身を含む）を金属探知器や目視により確認することがあります。
・参加者自らの故意又は過失による事故などが発生しても、主催者は一切責任を負いません。
・雨天や強風などの気象条件により、橋上部での撮影が出来ない場合やツアーを中止する場合があります。
ツアーが中止になった場合、主催者はツアー代金の返金以上の責任を負いません。

・列車の運行状況により、橋上での撮影時間中に列車を撮影できない（列車が来ない）場合があります。

● お荷物・カメラ等について ・ 橋上での撮影について ●
・荷物は、原則として持ち込まないでください。（カメラバックなど、必要最低限に留めてください。）
・貴重品等は各自の責任にて保管してください。
・橋上でバック等からモノを出し入れすることは、思わぬ落下事故の原因になるため、絶対に行わないでください。
※カメラは「与島アンカレイジ １階」でバック等から出していただき、予めレンズ交換等を行っていただいたうえで、

撮影場所まで移動いただきます。手摺りなどにぶつけないよう、十分にご注意ください。
（移動時に破損等が発生した場合、主催者はその責を負いません。）

・カメラ、スマートフォン（カメラ付携帯電話を含む）等の橋上への持ち込みは、 原則１点、最大２点までです。
・落下防止のため、眼鏡、カメラ、双眼鏡、スマートフォン（カメラ付携帯電話を含む）等は、必ず首から提げられる状態に
していただきます。それ以外のものは、橋上でご使用出来ません。

・三脚、一脚、自撮り棒、電動スタビライザー(ジンバル)等の持ち込みは出来ません。
また、手摺等に器具を使ってカメラを固定することも出来ません。
・転落の恐れがあるため、絶対に身を乗り出さないでください。
・走行中の列車に向けてのフラッシュ撮影は禁止です。事前に「自動発光OFF」などの設定にしてください。
・写真・動画撮影は、許可が出た場所で、立ち止まってお願いします。歩きながら（移動しながら）の撮影は出来ません。
・その他、紙類、小銭等ポケット中の物を落下させないよう、ご注意ください。

● 当日の服装等について ●
通路には、滑りやすいところ、つまずきやすいところ、急な階段、狭くて頭を打つ恐れがあるところ等があります。
当日は十分にご注意いただくとともに、お怪我防止等の観点から、服装については以下のものでご参加ください。
・スニーカー、長ズボンなどの「動きやすく皮膚の露出の少ない服装」でご参加ください。
・スカート、革靴、ハイヒール、サンダル（スポーツサンダルを含む）等は着用しないでください。
・傘は橋上に持ち込み出来ません。
・風のため、実際の気温以上に低く感じる場合があります。滞在時間も長いことから、温かい服装を推奨します。

● その他 ●
・上記に関わらず、「危険な行為」は禁止です。
・機械のスイッチなどには触らないでください。
・喫煙は出来ません。与島サービスエリアなどの喫煙場所をご利用ください。
・与島アンカレイジ内や橋上にお手洗いはありません。与島サービスエリアにて、集合時間までにお済ませください。
・橋上では本四高速とJR四国の係員が同行します。案内者の指示に従い、安全に撮影をお楽しみください。
・報道関係者や本四高速・JR四国の広報担当が同行し、当日の模様を記録、報道・広報等で使用する場合があります。
予め、ご了承ください。

JR四国×本四高速 連携事業 「瀬戸大橋線開業35周年スペシャルツアー」

お申し込み・ご参加にあたって、必ずお読みください



◆ 撮影場所のイメージについて

●各撮影班共通

・左写真のような管理通路を通って、撮影場所に移動いただきます。
（撮影場所も管理通路上となります。）

・転落の恐れがあるため、絶対に身を乗り出さないでください。
・柱1本ごとに1～2名程度に分かれて撮影いただきます。
・撮影場所（柱番号）は、工事等の状況により前後します。

・上ブロックにお申し込みいただいたお客様は、中２階（架線の高さ
より上）からの撮影となります。

・横ブロックにお申し込みいただいたお客様は、１階（鉄道階）からの
撮影となります。

・ブロック間の移動はできません。

●午前撮影班

・上ブロック・横ブロック共に、西側管理通路から撮影いただきます。

上ブロック
移動通路・撮影場所

児島方 →

●午後撮影班

・上ブロックは西側、横ブロックは東側の管理通路から撮影いただきます。

児島方 →

午前上ブロック・上り列車（岡山行き）撮影イメージ 午前横ブロック・上り列車（岡山行き）撮影イメージ

午後上ブロック・下り列車（高松行き）撮影イメージ 午後横ブロック・下り列車（高松行き）撮影イメージ

※写真は全てイメージです。（2023年1月13日、10～11時頃撮影（曇天））
※図面は一部の階段・通路を省略しています。

横ブロック（午前撮影班）
移動通路・撮影場所

JR四国×本四高速 連携事業 「瀬戸大橋線開業35周年スペシャルツアー」

お申し込み・ご参加にあたって、必ずお読みください

中２階

中２階

１階
(鉄道階)

１階
(鉄道階)


