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発信年月日：平成２９年７月１１日 

所属部課 課 長 担当職氏名 
連 

絡 

先 

TEL 0837-23-1137 

FAX 0837-22-6487 

E-Mail:kanko@city.nagato.lg.jp 
経済観光部 

観光課 
長尾 正勝 

観光振興係 

大田 栄一郎 

件 名 新観光列車「○○のはなし」車内サービスについて 

 

９月から１２月に開催する「幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン」を契

機に、８月５日（土）から運行を開始する山陰線の新たな観光列車「○○のはなし（まる

まるのはなし）」の車内サービスについてお知らせいたします。 

心奪われる美しい海岸美が続く山陰線の景色を眺めながら、車内でお楽しみいただける

こだわりのお弁当やおつまみセット等をご用意しました。長門市からは大谷山荘料理長監

修（製造：和食処 きらく）の『長門おとずれ弁当』が販売されます。 

また車内では、沿線自慢の逸品を販売するほか、地元観光アテンダントによるおもてな

しイベントなども実施します。 

さぁ、山陰線の新観光列車「○○のはなし」に乗って、沿線の歴史や文化、美味しい海

の幸やお酒など、見て、聞いて、味わって、様々な『は（萩）な（長門）し（下関）』を感

じてください。 

記 

 

１ こだわりのお弁当等の販売について（要事前予約） 
 

夢のはなし弁当                  長門おとずれ弁当 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

長門湯本温泉「大谷山荘」の料理長監修による厳選 

された日本海の幸や長州地どりをはじめ、地元の食材 

にこだわったメニュー。長門エリア自慢の味を美しい 

車窓とともにぜひご賞味ください。 

幕末の志士 高杉晋作も愛した下関の老舗料亭 

『古串屋』の自信作。下関を代表する「ふく」を 

はじめ、うに、鯨など、響灘の味覚が詰まった弁当。 

流れゆく景色とともに日常を忘れ、「夢のはなし」に

浸ってみてはいかがですか。 

【対象列車】新下関・下関発→東萩行き上り列車 

ご乗車のお客様への限定発売 

【対象列車】新下関・下関発→東萩行き上り列車 

ご乗車のお客様への限定発売 

 【価  格】2,500 円（税込）  

※ペットボトルのお茶付 

【価  格】2,500 円（税込）  

※ペットボトルのお茶付 

【申 込 先】和食処 きらく  Tel : 0837-26-1235 

山口県長門市仙崎祇園町 4137-3  

※ 事前にお電話でご予約ください 

（対応時間 9 時～20 時） 

【お引取り】車内販売カウンター 

（12 時以降） 

 

【申 込 先】料亭 古串屋 Tel : 083-245-0051 

山口県下関市長府南之町 5-15 

※ 事前にお電話でご予約ください 

（対応時間 9 時～20 時） 

【お引取り】車内販売カウンター 

（下関駅発車以降） 



 

萩のお猪口とおつまみセット         萩のスイーツセット 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事前予約とお支払い・商品のお渡しについて＞ 

・ご乗車の３日前までに、各申込先にお電話にて予約をお願いします。 

・商品はご乗車当日、車内の販売カウンターにて現金と引き換えとなります。 

（クレジットカードはご利用いただけません） 

・ご乗車の列車によって、お買い求めいただける商品が異なりますのでお気をつけ下さい。 

－「夢のはなし弁当」「長門おとずれ弁当」・・・新下関・下関発 東萩行き上り列車 

－「萩のお猪口とおつまみセット」「萩のスイーツセット」 

・・・東萩発 下関・新下関行き下り列車 

 

＜共通のご案内＞ 

・事前に「○○のはなし」の乗車に必要な乗車券・座席指定券をお買い求めの上、お申込

みください。 

・販売価格には、乗車券、座席指定券は含まれておりません。 

・駅のみどりの窓口ではお弁当等の予約はできません。記載の申込先にお申込ください。 

・お弁当等のお申込は、ご利用の１カ月前から３日前までとなります。 

・写真はイメージです。細部については実物と異なる場合がございます。 

・季節・仕入状況などにより内容に変更がある場合がございます。 

 

「井上商店」による萩で獲れた地魚（金太郎・ 

平太郎）のおつまみと、400 年以上の伝統を誇る 

萩焼のお猪口（お持ち帰り頂けます）をセット。 

車内で販売する予定の地酒とともに、萩の味を 

お楽しみください。 

※おつまみの容器は実際のものと異なります。 
※お酒はイメージです。セット内容はお猪口とおつ 
まみです。 

 

 

【申 込 先】一般社団法人萩市観光協会 

Tel : 0838-25-1750 

山口県萩市椿 3537-3 

※ 事前にお電話でご予約ください 

（対応時間 10 時～17 時） 

【お引取り】車内販売カウンター 

（東萩駅発車以降） 

 

【価  格】1,500 円（税込） 

【対象列車】東萩発→下関・新下関行き下り列車 

ご乗車のお客様への限定発売 

【申 込 先】一般社団法人萩市観光協会 

Tel : 0838-25-1750 

山口県萩市椿 3537-3 

※ 事前にお電話でご予約ください 

（対応時間 10 時～17 時） 

【お引取り】車内販売カウンター 

（東萩駅発車以降） 

 

長年、萩で親しまれていた老舗洋菓子店の味を受け継

ぐパティシエがつくるシュークリームや地酒の酒粕を 

使ったマドレーヌなど、素材にこだわる地元の洋菓子 

店「Sweets うきしま工房」が一つ一つ丁寧に作った 

スイーツセットです。 

※季節により内容は異なります。 

※容器は実際のものと異なります。 

【対象列車】東萩発→下関・新下関行き下り列車 

ご乗車のお客様への限定発売 

【価  格】1,200 円（税込） 



２ 車内販売品について 

沿線の自慢の逸品を車内の販売カウンターにて販売します。 

ぜひそれぞれの品のこだわりの「はなし」に想いを馳せながら、素晴らしい沿線の景

色とともにお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車内でのおもてなしイベントについて 

車内のイベントスペースでは、地元の観光アテンダント等による沿線の観光ＰＲや特産

品のふるまい等を実施予定です。 

なお、運行開始を記念して８月５日（土）～２７日（日）までの運行期間中、東萩発 → 

下関・新下関行き下り列車の東萩駅→長門市駅間の車内にて、地酒のふるまいイベントを

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運行開始セレモニーについて 

運行開始の８月５日の初列車にて、セレモニーを実施する予定です。 

実施予定駅：下関駅、東萩駅、仙崎駅 

詳細については、決まり次第お知らせいたします。 

 

 

  

販売カウンターイメージ 

▲おもてなしイベントのイメージ 



参考：「◯◯のはなし」運転計画 
 

１ 列車種別 

  快速列車（全車指定席） 

※キハ４７系気動車 ２両編成 

   ※定員 ６０人（洋…３２人、和…２８人） 

   ※乗車券のほかに、指定席券（５２０円）が必要です。 

 

２ 運転区間、運転時刻 

  【新下関駅～下関駅～長門市駅～東萩駅】 

新下関 下関 川棚温泉 小串 滝部 

9：59発 10：21発 10：53発 10：58発 11：26発 

特牛 人丸 長門市 萩 東萩 

11：32発 11：53発 12：22発 12：52発 12：57着 

 

※長門市駅では後続の普通列車（仙崎行き）にお乗り換えいただけます。 

 

【東萩駅～仙崎駅～長門市駅～下関駅～新下関駅】 

東萩 萩 仙崎 長門市 人丸 特牛 

14：13発 14：20発 15：27発 15：33発 15：58発 16：27発 

滝部 小串 川棚温泉 下関 新下関 

16：33発 16：59発 17：03発 17：39着 17：50着 

 

３ 運転開始日 平成２９年８月５日（土） 

 

４ 運転日 

土休日に運転を行います。 

１０月以降の運転日は別途お知らせします。 

 

８月５日（土）、６日（日）、１１日（金・祝）、１２日（土）、１３日（日）、 

  １９日（土）、２０日（日）、２６日（土）、２７日（日） 

 

９月２日（土）、３日（日）、９日（土）、１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）、 

  １８日（月・祝）、２３日（土）、２４日（日）、３０日（土） 
 

 

 

平成２９年８月 平成２９年９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30


