悠久の風
フォトコンテスト
２０２２

行ってみたい。 見てみたい。 食べてみたい。
人の心を動かす、 そんな写真を募集します。

[ 作品募集 ]

応募方法

応募期間
２０２２年 ６月１日（水）～１２月３１日（土）

叡山電車公式インスタグラムアカウントをフォロー

作品テーマ
「悠久の風フォトコンテスト」作品テーマのエリアで
写真を撮影。

叡山電車・三陸鉄道の列車、駅舎
叡山電車・三陸鉄道沿線の風景、自然

悠久の風
フォトコンテスト
２０２２

悠久の風
～南部風鈴によせて～

行ってみたい。 見てみたい。 食べて見たい。
人の心を動かす、 そんな写真を募集します。
詳しくは、裏面をご覧ください。

２０２２年６月１日 （水） ～９月３０日（金）

ハッシュタグ ＃悠久の風フォトコン 2022 をつけて
撮影日、撮影場所を明記して投稿。

叡山電車・三陸鉄道沿線の歴史、文化
叡山電車・三陸鉄道沿線のグルメ

叡山電車の公式インスタグラムアカウントをフォロー
していないと受賞のご連絡ができませんので、必ず
フォローのうえ、ご応募をお願いします。

賞
悠久の風賞 １名
京都または岩手の食材詰め合わせ（６千円相当）

えいでん賞 １名
京都または岩手の食材詰め合わせ（３千円相当）

https://eizandensha.co.jp
叡山電車

さんてつ賞 １名
審査・発表

京都または岩手の食材詰め合わせ（３千円相当）

風の駅賞

１名

風の駅×叡電・三鉄コラボグッズ（３千円相当）

入賞

１６名

※入賞作品は、叡山電車のホームページや
「こもれび」号の車内と三陸鉄道『久慈駅』にて
作品を展示します。

応募資格
日本国内にお住まいのプロ、アマチュアを問わず、
応募規約に同意された方に限ります。
（18 歳未満の方は保護者同意の上、ご応募ください。）

えいでんグッズ

南部風鈴［期間限定］

大天狗ラバーマグネット

発売期間／ 2022．6/1 ～ 9/30
発売場所／ 鞍馬駅・風の駅
発売金額／１個 1,500 円（税込）

詳しくは、叡山電車ホーム
ページをご覧ください。

・主催者が委託する審査員により、入賞２０作品を選
ばせていただきます。
・入賞者には、叡山電車公式インスタグラムよりダイ
レクトメールでご連絡いたします。
ダイレクトメール送信より、
１週間以内に返事がない
場合は、入賞を無効とさせていただきます。
・応募内容に虚偽の記載があった場合、入賞資格は
取り消します。
※審査結果のお問い合わせはご遠慮ください。

応募規約はホームページをご覧ください。

さんてつグッズ

さんてつサイダーセット

列車型目覚まし時計

そよ風に揺れる南部風鈴
発売場所／貴船口駅・鞍馬駅
発売金額／１個 500 円（税込）

発売場所／三鉄オンラインショップ
発売金額／１個 1,650 円（税込）

悠久の風マスキングテープ

車両マフラータオル

えいでんグッズ

叡山電車 × 三陸鉄道応援グッズ

コラボルームキーホルダー

発売場所／鞍馬駅・風の駅
発売金額／１個 350 円（税込）

発売場所／三鉄オンラインショップ
発売金額／１枚 1,100 円（税込）

発売場所／風の駅
三鉄オンラインショップ
発売金額／１枚 1,100 円（税込）

風の駅

夏の沿線に透明感のある音色で和の涼しさをお届けします。

発売場所／三鉄オンラインショップ
発売金額／１個 1,630 円（税込）

詳しくは、オンラインショップ
「さんてつ屋」をご覧ください。

さんてつ屋

（旅の情報ステーション京都）
風の駅

叡山電車

主催／叡山電車・風の駅

協力／三陸鉄道

後援／岩手県・京都市

三陸鉄道

ふうりん

えきしゃ

風鈴の駅舎

ゆうきゅうのかぜ

悠久の風フォトコンテスト2022

悠久の風

駅舎に「南部風鈴」を飾り、風鈴の音色で涼しさと
癒しの空間を感じていただけます。

～南部風鈴によせて～

叡山電車 〔期間〕6/1 ～ 9/30 〔場所〕叡山電車 鞍馬駅

テーマに沿って撮影された写真をインスタグラムで
募集します。
叡山電車

２０２２年
６月１日（水）～９月３０日（金）

三陸鉄道 〔期間〕6/1 ～ 8/31 〔場所〕三陸鉄道 宮古駅

三陸鉄道 〔募集期間〕6/1 ～ 12/31

2021「悠久の風賞」作品
叡山電車「鞍馬」駅

叡山電車

ゆうきゅうのかぜごう

悠久の風号

叡山電車 〔期間〕6/1 ～ 9/30 〔掲出〕815-816 号車
三陸鉄道 〔期間〕6/1 ～ 9/30 〔掲出〕 36-714 号車

風鈴電車

ゆうきゅうのかぜ

叡山電車では、悠久の風号の車内に南部風鈴
と「悠久の風フォトコンテスト２０２１」
入賞作品を展示し、
＂風鈴電車＂として運行。
風鈴の音色で涼を感じる夏季限定の列車です。

叡山電車と三陸鉄道共通の「悠久の風」ヘッドマーク
を列車に掲出し「悠久の風号」として運行します。

2021「えいでん賞」作品

詳しくは、裏面をご覧ください。

ふうりんでんしゃ

三陸鉄道「宮古」駅

悠久の風フォトコンテスト２０２１入賞作品

悠久の風ギャラリー
「悠久の風フォトコンテスト２０２１」の入賞作品を
下記の場所で掲出いたします。
叡山電車 〔期間〕6/1 ～ 9/30 〔場所〕815-816 号車内

〔運行期間〕6/1 ～ 9/30
〔掲出車両〕815-816 号車

三陸鉄道 〔期間〕7/1 ～ 9/30 〔場所〕三陸鉄道 久慈駅

「風鈴電車」運転時間は日によって異なります。 また点検等の
ため運転しない日もございますので、あらかじめご了承ください。

叡山電車

叡山電車「悠久の風」号車内

三陸鉄道

三陸鉄道「久慈」駅

京都洛北の、そよ風を感じて

海を眼下に、潮風を感じて

叡山電車沿線

叡山電車の沿線を楽しむ
お得なきっぷ

京都の出町柳を起点に洛北を走る
叡山電車（えいでん）。
比叡山や貴船、鞍馬など観光名所
を結ぶ路線です。特に市原から
二ノ瀬駅間にある「もみじの
トンネル」は必見です。
牛若丸（源義経）が天狗に武術を学ん
だとされる伝説や与謝野晶子ゆかりの
寺として有名です。

水の神様を祀る神社で、縁結びでも
有名な神様です。
「青もみじ」や「紅葉」
をはじめ、四季折々に楽しめます。

●鞍馬駅から山門まで徒歩約３分

●貴船口駅からバス約５分

貴船〈川床〉昼食きっぷ

三陸鉄道
全線フリー乗車券

叡山電車の１日乗車券と京の奥座敷
・貴船で味わうお昼の川床料理が
セットになった乗車券

リアス線全線 盛駅～釜石駅～
宮古駅～久慈駅間で２日間乗り
放題。

発売期間／～ 8/31 まで
発売金額／【 6 月 】6,900 円
【7・8 月】9,900 円
発売場所
・叡山電車 出町柳駅
・KTIC 京都

叡山電車の１日乗車券と京都の
ラーメン激戦区で味わうラーメン
1 杯がセットになった乗車券

貴船川の上に作られた納涼感たっぷ
りの床の上で、おいしいお料理が
堪能していただける、京都の夏の
風物詩です。
●貴船口駅からバス約５分

発売金額／ 1,700 円
発売場所
・叡山電車 出町柳駅

美しい海岸と地形が織りなす絶景の
地を縦貫する三陸鉄道（さんてつ）
。
沿線には観光名所が数多く点在し、
新鮮な海の幸も豊富な魅力あふれる

発売金額 （小児運賃は大人の半額）
・大人 6,100 円
発売場所
リアス線すべての有人駅

三陸鉄道
1 日フリー乗車券（区間制）
京都一乗寺らーめん切符

三陸鉄道沿線

三陸鉄道の沿線を楽しむ
お得なきっぷ

沿線です。
日本三大鍾乳洞に数えられる国の天
然記念物。地底湖の透明度は世界有
数で澄んだ水の美しさは神秘的です。
●岩井小本駅からバス約３０分

「あまちゃん」で有名になった小袖
海岸。ウニやアワビが豊富で北限の
海女が活動しています。
●久慈駅からバス約３０分

決められた区間が 1 日乗り放題

利用日／土休日
発売金額 （小児運賃は大人の半額）
・ 盛 ～釜石／ 大人 1,500 円
・釜石～宮古／大人 2,400 円
・宮古～久慈／大人 2,600 円
発売場所
三陸鉄道 久慈駅、宮古駅、
釜石駅、盛駅

ウニやアワビなど新鮮な海の幸
が満載。ここでしか食べられな
い海鮮食材をご堪能ください。

