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――――――― 参考 ―――――――

全国の地方鉄道における
代表的な取組の区分（マトリクス）
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参考 全国の地方鉄道における代表的な取組の区分（マトリクス）
全国の地方鉄道における誘客促進は、本事例集に掲載した取組以外にも様々な工夫を凝らして進めら
れています。全国の代表的な取組の区分概況としてご覧下さい。同一の取組が複数の区分に分類される
場合があります。
なお、これらは各種資料より国土交通省で編集したものであり、取組を網羅的にあげているものではあり
ませんので、ご留意下さい。
大・中・小区分
事業者名
発信力のあるコンテンツの活用
全国的なコンテンツを活用
「万人受け」
する取り組
秩父鉄道株式会社
み
大井川鐵道株式会社
養老鉄道株式会社
岡山電気軌道株式会社
和歌山電鐵株式会社
真岡鐵道株式会社
特定マニ
ア・外国人
の巡礼地

秩父鉄道株式会社
富士急行株式会社
大井川鐵道株式会社
養老鉄道株式会社
伊豆箱根鉄道株式会社
WILLER TRAINS 株式会社

三陸鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
鹿島臨海鉄道株式会社
信楽高原鐵道株式会社
くま川鉄道株式会社
南阿蘇鉄道株式会社
地元のコンテンツを活用
地域資源
（自然・文
弘南鉄道株式会社
化・市民等）
上田電鉄株式会社
小湊鐵道株式会社
上信電鉄株式会社
富士急行株式会社
箱根登山鉄道株式会社
江ノ島電鉄株式会社
伊豆急行株式会社
叡山電鉄株式会社
和歌山電鐵株式会社
広島電鉄株式会社
岡山電気軌道株式会社
伊予鉄道株式会社
熊本電気鉄道株式会社
道南いさりび鉄道株式会社

該当する主な取組

中小鉄道
SL 列車の運行
SL 列車の運行
伊勢神宮への旅行企画の開催
デザイナーによる車両装飾
デザイナーによる駅舎・車両装飾
第三セクター鉄道
SL 列車の運行
中小鉄道
記念乗車券（アニメキャラクター）の発行
ラッピング列車（アニメやゲーム）の運行
トーマス号の運行
アイドル出演映像のロケ地の存在
ラッピング列車・駅装飾（アニメ）の運行
ラッピング列車の運行・限定企画乗車券（アニメ）の販売
第三セクター鉄道
ドラマロケ地の存在
ラッピング列車（アニメ）の運行
アニメ聖地の存在
ドラマロケ地の存在
アニメキャラクターデザインの乗車券
ラッピング列車（アニメ）の運行
中小鉄道
マスコットキャラクターの活用
沿線で有名な歴史を活かした列車（真田幸村・さなだドリーム号）
の運行
沿線風景を楽しむトロッコ列車の運行
沿線団体によるバンド演奏付きビール電車
沿線登山（富士山）の情報発信
沿線商業施設の情報発信
あじさい・紅葉の自然資源の情報発信
沿線観光地・海岸等の風景を活かした観光情報の発信
水族館列車の運行、沿線の観光資源の情報発信
沿線観光地等の観光情報の発信
ねこ駅長
被爆電車の保存・運行、路面電車まつりの実施
沿線の名産品（陶器）の情報発信
沿線地域を扱う小説をテーマにした観光列車の運行
ご当地キャラクターのラッピング列車、カレールウの開発
第三セクター鉄道
夜間に車内の明かりを減光して沿線景観を楽しむ列車（夜景列
車）の運行
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秋田内陸縦貫鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
山形鉄道株式会社
由利高原鉄道株式会社
のと鉄道株式会社
万葉線株式会社
わたらせ渓谷鐵道株式会社
真岡鐵道株式会社
樽見鉄道株式会社
伊賀鉄道株式会社
信楽高原鐵道株式会社
北条鉄道株式会社
智頭急行株式会社

土佐くろしお鉄道株式会社

阿佐海岸鉄道株式会社
肥薩おれんじ鉄道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社
南阿蘇鉄道株式会社
自社資源
（既存の「希
少」、「古い」
鉄道施設の
活用）

江ノ島電鉄株式会社
広島電鉄株式会社
熊本電気鉄道株式会社
ほか
長崎電気軌道株式会社
ほか
秋田内陸縦貫鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
由利高原鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
えちごトキめき鉄道株式会社
天竜浜名湖鉄道株式会社
福井鉄道株式会社
錦川鉄道株式会社

特定マニ
ア・外国人
の巡礼地

高松琴平電気鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
万葉線株式会社
樽見鉄道株式会社ほか
紀州鉄道株式会社
錦川鉄道株式会社
阿佐海岸鉄道株式会社
松浦鉄道株式会社

有名人のトークショーや沿線商店協力による屋台等により構成す
る催事（のりものまつり）の開催
ねこ駅長
うさぎ駅長
列車内イベント（もちつき列車・プロレス列車）の実施
方言で自動アナウンスを行う「しゃべる自動販売機」の設置
列車内イベント（地元の怪談等）の実施
沿線寿司店との連携による利用促進
沿線の風景（紅葉）の観光情報の発信
SL 列車の運行
沿線の観光資源（うすずみ桜・盆梅）の情報発信
沿線の催事主催者と共同での列車（盆梅展列車）の運行
沿線の食材を用いた料理を楽しめる列車（薬草列車・しし鍋列
車）の運行
沿線の観光資源（忍者）のラッピング列車の運行
沿線の観光資源や祭り（忍者、信楽陶器まつり、ぶらり窯元めぐり
等）を利用した乗客の誘致（観光バス旅行者の立ち寄り利用等）
沿線の市民団体と協力しながら、沿線資源を活用した祭りの開
催（さくらまつり、鉄道まつりなど）
縁起駅名を活用した駅の装飾
沿線景観が楽しめる特殊構造の車両の運行
沿線の資源を訪ねて魅力を発見する「沿線ぶらぶらウォーキン
グ」の開催
季節の催事や道具をテーマにした列車（風鈴列車、花火鑑賞列
車）の運行
DMV の乗車体験
ご当地キャラクター（くまモン）ラッピング列車の運行
鉄道事業者マスコットキャラクターデザインの車両の運行
沿線景観を体感できる観光トロッコ列車の運行
中小鉄道
首都圏に少ない中型サイズ車両や一部併用軌道の沿線風景等
の魅力をポスターやインターネットでの情報発信
被爆電車の運行、路面電車をテーマにした祭りの開催
全国で活躍して引退後に譲渡された車両の運行
明治期に製造された古い車両を特定日に記念運行
第三セクター鉄道
駅への魅力付加・開発（コンセプトの設定、モニュメントの設置など）
駅舎の改修により観光資源としての活用
旧式の運転保安システム（タブレット閉塞機）の継続活用による
愛好家訪問の促進
沿線情報と魅力の発信拠点として駅の活用
駅舎（二本木駅）改修により明治期の雰囲気を再現した観光資源化
文化財登録された旧型の鉄道設備（駅・車庫等）の情報発信・公開
自社遊休土地をパークアンドライド駐車場としての整備
沿線景観を楽しむために新たに駅（清流みはらし駅）を開業
中小鉄道
大正期に製造されたレトロ電車の運行
発車メロディでのロックバンド演奏楽曲の利用
第三セクター鉄道
鉄道業務体験の開催
外国人にも有名なアニメキャラクターのラッピング列車の運行
「鉄カード」の発行
沿線の縁起駅名を用いたきっぷの発売
鉄道保守作業体験の開催
ローカル線ファンの交流会の開催
鉄道清掃体験の開催
「最西端駅訪問証明書」の発行

122

大・中・小区分
事業者名
該当する主な取組
ノウハウを持つ人・企業の活用
旅行会社、広告関連会社等売り込みに長けた外部の主体との連携
中小鉄道
富山地方鉄道株式会社
地元観光協会と台湾の観光協会の連携によるラッピング列車の運行
銚子電気鉄道株式会社
自社の経営状況を逆手に取った名称を付けたグッズの開発
WILLER TRAINS 株式会社
酒造会社と協力したクリスマスハイボール列車の運行
一畑電車株式会社
沿線で撮影された映画での鉄道事業者自体の登場
高松琴平電気鉄道株式会社
列車内での謎解きゲームの開催
第三セクター鉄道
道南いさりび鉄道株式会社
旅行会社が企画する観光列車の運行
青い森鉄道株式会社
沿線の宿泊施設が企画する観光列車（酒・雪見列車）の運行
山形鉄道株式会社
旅行者との連携による方言ガイドで旅行客を楽しませる企画の実施
由利高原鉄道株式会社
商品開発・宣伝（電池の開発）のラッピング車両の運行
鉄道会社自体が旅行業者資格をとり、他の旅行会社への企画
えちごトキめき鉄道株式会社
提案、斡旋等の実施
自社株主の関連団体（県国際交流協会）と協力した、多言語の
鹿島臨海鉄道株式会社
パンフレットの作成
外部人材の登用（採用・助言指導受け・広告塔・監修等）
広告塔
中小鉄道
福島交通株式会社
地元歌手による応援ソングの作成
第三セクター鉄道
道南いさりび鉄道株式会社
地元歌手による特別応援員への起用
真岡鐵道株式会社
地元テレビ局のキャラクターの応援キャラクターとしての認定
くま川鉄道株式会社
歌手による観光列車の応援ソングの作成
デザイナー
中小鉄道
福島交通株式会社
新車両ラッピングデザインへのデザイナーの起用
富山地方鉄道株式会社
デザイナーの起用による車両改装
上毛電気鉄道株式会社
デザイナーによる運転体験ゲームの開発
和歌山電鐵株式会社
デザイナーによる駅舎・車両装飾
高松琴平電気鉄道株式会社
有名ロックバンドによる発車メロディの利用
長崎電気軌道株式会社 ほか デザイナー監修の車両の運行
第三セクター鉄道
山形鉄道株式会社
専門業者への委託による見やすいホームページへのリニューアル
えちごトキめき鉄道株式会社
観光列車でのデザイナー起用と地元県産品を用いた装飾
IR いしかわ鉄道株式会社
新車両ラッピングデザインへのデザイナーの起用
長良川鉄道株式会社
デザイナーによる観光車両・運行企画の開発
井原鉄道株式会社
デザイナーによる特別イベント列車への装飾
肥薩おれんじ鉄道株式会社
デザイナーによる観光車両・運行企画の開発
平成筑豊鉄道株式会社
デザイナーによる観光車両・運行企画の開発
シェフ
第三セクター鉄道
肥薩おれんじ鉄道株式会社
観光列車で提供する料理の監修
平成筑豊鉄道株式会社
観光列車での有名シェフによる沿線食材を利用した料理の提供
メディアとの連携（鉄道自体の露出）
中小鉄道
津軽鉄道株式会社
利用者による沿線風景の SNS での発信
流鉄株式会社
車内でコスプレを楽しむイベントの開催とその情報発信
近江鉄道株式会社
ハート型のつり革の情報発信
一畑電車株式会社
沿線で撮影された映画での鉄道事業者自体の登場
第三セクター鉄道
三陸鉄道株式会社
沿線で撮影されたドラマのロケ地と車両の登場
会津鉄道株式会社
沿線や車両が映り込んだ動画コンテストの実施
沿線が映り込んだ動画コンテストの実施と、入賞作のインターネ
阿武隈急行株式会社
ットや東京都内での放映
山形鉄道株式会社
アニメ番組での登場
しなの鉄道株式会社
映画・テレビ撮影等の誘致
鹿島臨海鉄道株式会社
沿線にアニメ映画の舞台が存在し、訪れるファンの増加
ひたちなか海浜鉄道株式会社 ドラマ等舞台の誘致
えちぜん鉄道株式会社
鉄道事業者の活動をテーマにした映画の撮影
肥薩おれんじ鉄道株式会社
鉄道事業者の社員や家族をテーマにした映画の撮影
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大・中・小区分
事業者名
他団体との連携
他の交通事業者との連携
乗車券の一
体化
遠州鉄道株式会社ほか
肥薩おれんじ鉄道株式会社
乗り入れの
拡大

富士急行株式会社
福井鉄道株式会社
WILLER TRAINS 株式会社
三陸鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
えちごトキめき鉄道株式会社
えちぜん鉄道株式会社

他交通モー
ドとの連携

養老鉄道株式会社

一畑電車株式会社
筑豊電気鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
土佐くろしお鉄道株式会社
都市と地方
の交流

富士急行株式会社
養老鉄道株式会社
熊本電気鉄道株式会社
三陸鉄道株式会社
IGR いわて銀河鉄道株式会社

地域を超え
た連携

福井鉄道株式会社
近江鉄道株式会社
青い森鉄道株式会社
IGR いわて銀河鉄道株式会社
（智頭急行株式会社）

海外鉄道事
業者との連
携

黒部峡谷鉄道株式会社
箱根登山鉄道株式会社
江ノ島電鉄株式会社
大井川鐵道株式会社
由利高原鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
いすみ鉄道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社

該当する主な取組

中小鉄道
接続する他鉄道事業者と共同利用できるフリー乗車券の発売
第三セクター鉄道
並行する新幹線との乗継割引乗車券の販売
中小鉄道
大都市からの観光客向け直通列車の毎日運転化
えちぜん鉄道との相互直通運転
JR への直通運転の拡大
第三セクター鉄道
観光キャンペーンと連動した JR への臨時列車の運転
他鉄道事業者（JR、野岩鉄道、東武鉄道）への乗り入れ運行
観光列車のしなの鉄道・北越急行・JR への一部時期での乗り入れ
福井鉄道との相互直通運転
中小鉄道
パークアンドライド駐車場の整備、バスとの連携、サイクルトレイ
ン、レンタルサイクルの実施
他の交通事業者や沿線施設との共同企画の観光客向け切符
（縁結びパーフェクトチケット）の発売
パークアンドライド駐車場の整備
自転車を列車に持ち込めるサイクルトレインの運行
他のバス事業者との乗り継ぎポイントの設定や乗車券の発売
第三セクター鉄道
観光バスと連動した乗車体験プランの開発
鉄道駅から観光地を結ぶ、周遊バスの企画チケットの販売
自転車利用者への車内での収納バッグの貸し出し
中小鉄道
大都市との観光客向け直通列車の毎日運転化
100 周年記念企画として、地域外の鉄道事業者（京浜急行電
鉄）と連携したイベントの開催
地域外の鉄道事業者（東京地下鉄）との共同スタンプラリー
第三セクター鉄道
地域外の鉄道事業者（東京地下鉄）との共同スタンプラリー
地域外の鉄道事業者（東京地下鉄）との共同スタンプラリー
中小鉄道
他鉄道事業者から借用した外国製車両の運行
遠隔地の鉄道事業者（西武鉄道、伊豆箱根鉄道）と連携した記
念乗車券の発売
第三セクター鉄道
フェリー事業者と連携した県外への移動のきっぷ販売
自社直営レストランと他鉄道事業者（秋田内陸縦貫鉄道）直営の
レストランどうしの連携
沿線の複数県（兵庫県、岡山県、鳥取県）にわたる広域連携
※具体的な取組には至っておらず、課題と必要性が認識されて
おり、今後の「着眼点」として掲載
中小鉄道
台湾の鉄道事業者との姉妹提携
スイスの鉄道事業者との提携
台湾の鉄道事業者との友好鉄道協定
台湾の鉄道事業者との姉妹鉄道協定
第三セクター鉄道
台湾の鉄道事業者との姉妹鉄道協定
台湾の鉄道事業者との鉄道友好協定
台湾の鉄道事業者との姉妹鉄道協定
台湾の鉄道事業者との友好協定
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大・中・小区分区分
その他協定

事業者名
養老鉄道株式会社

秋田内陸縦貫鉄道株式会社
えちごトキめき鉄道株式会社
ひたちなか海浜鉄道株式会社
地元事業者との連携

該当する主な取組
中小鉄道
ひたちなか海浜鉄道との協定
第三セクター鉄道
道南いさりび鉄道との鉄道観光友好協定
他社連携企画切符（しなの鉄道など）の発売
銚子電鉄との提携

中小鉄道
沿線商業施設と連携した企画乗車券の販売
沿線商業施設の入場と一体となった乗車券の発売
イベント時の弁当調達・販売
光回線を契約すると養老鉄道を支援できるサービスの実施（終了）
養老鉄道株式会社
イベント列車における沿線料理店による食事メニュー（中止）
WILLER TRAINS 株式会社
鉄道投資型ファンドの開発
紀州鉄道株式会社
グッズ（お菓子）の製作、販売
貸切列車での提供スイーツの調達
一畑電車株式会社
他の交通事業者や沿線施設との共同企画の観光客向け切符
（縁結びパーフェクトチケット）の発売
高松琴平電気鉄道株式会社
沿線商業施設の入場と一体となった乗車券の発売
島原鉄道株式会社
カフェトレインにおける地元商品、音楽演奏の提供
筑豊電気鉄道株式会社
地元企業等による駅名ネーミングライツ
第三セクター鉄道
旅行会社が企画する観光列車での供食で、沿線の名店、農
道南いさりび鉄道株式会社
協、漁協などが提携。途中駅での沿線団体での物品販売。
青い森鉄道株式会社
沿線の宿泊施設が企画する観光列車（酒・雪見列車）の運行
東日本大震災被災地を語り部の案内等により見学する研修の実施
三陸鉄道株式会社
地元大型店舗と連携したフリー切符の販売
沿線自治体と連携した駅舎の改修
山形鉄道株式会社
DMO の設立
えちごトキめき鉄道株式会社
観光列車における沿線料理店による提供
真岡鐵道株式会社
地元テレビ局のキャラクターの応援キャラクターへの認定
明知鉄道株式会社
イベント列車での地元道の駅等による供食メニューの提供
沿線での田んぼアートの実施
信楽高原鐵道株式会社
沿線の美術館等との連携企画（企画展テーマのラッピング車両等）
地元メーカーによる広告ラッピング列車の運行
平成筑豊鉄道株式会社
地元企業等によるネーミングライツ
沿線施設の無料利用が可能になる一日乗車券の販売
南阿蘇鉄道株式会社
地元産品のインターネット販売（災害復旧資金の獲得）
地元経済界、観光協会、自治体、市民団体（応援団）などとの連携
中小鉄道
富山地方鉄道株式会社
地元観光協会と台湾の観光協会の連携によるラッピング列車の運行
北陸鉄道株式会社
沿線の施設と周辺まちづくりの動きと連携したヘッドマークの掲出
黒部峡谷鉄道株式会社
星空観測ツアーの開催
上田電鉄株式会社
沿線の歴史上の人物（真田幸村）の紹介とラッピング列車の運行
秩父鉄道株式会社
おばけ屋敷列車の運行
関東鉄道株式会社
ビール電車の運行
小湊鐵道株式会社
駅前の「逆開発」（自然保護・回帰の再整備）
上信電鉄株式会社
車内でバンド演奏が行われるイベント列車の運行
銚子電気鉄道株式会社
病院と連携した病気予防イルミネーション電車の運行
地元高校生による車内アナウンスの実施
養老鉄道株式会社
大学生によるまち歩き企画の実施
三岐鉄道株式会社
地元大学生がサンタクロースに扮したイベント列車の運行
地元幼稚園児による絵画の展示
福井鉄道株式会社
沿線自治体の連携協議会による企画乗車券の発売、イベント列
車の運行、観光客の誘致
沿線の日本夜景遺産を見物できる列車の運行
岳南電車株式会社
ジャズトレインの運行
WILLER TRAINS 株式会社
鉄道ビジネススクールの開催
長野電鉄株式会社
富士急行株式会社
上毛電気鉄道株式会社
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紀州鉄道株式会社
一畑電車株式会社
水島臨海鉄道株式会社
高松琴平電気鉄道株式会社

道南いさりび鉄道株式会社
三陸鉄道株式会社
秋田内陸縦貫鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
阿武隈急行株式会社
山形鉄道株式会社
由利高原鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
あいの風とやま鉄道株式会社
北越急行株式会社
のと鉄道株式会社

鹿島臨海鉄道株式会社

わたらせ渓谷鐵道株式会社
いすみ鉄道株式会社
ひたちなか海浜鉄道株式会社
長良川鉄道株式会社
えちぜん鉄道株式会社
樽見鉄道株式会社
伊勢鉄道株式会社
伊賀鉄道株式会社
四日市あすなろう鉄道株式会社
北条鉄道株式会社
智頭急行株式会社
井原鉄道株式会社
錦川鉄道株式会社
若桜鉄道株式会社
土佐くろしお鉄道株式会社
肥薩おれんじ鉄道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社
くま川鉄道株式会社
南阿蘇鉄道株式会社

誘客促進イベントの開催（クリスマスイベント、商工祭）
子育て世帯や高齢者への外出支援を目的とした特別定期券・乗車券の発売
沿線の団体と協力したイベントの開催
市民団体が高架下空間を利用した飲食イベントの開催
地域の保育園幼稚園を対象とした子供向け鉄道業務イベントの開催
第三セクター鉄道
地元自治体とのインバウンド向け誘客活動
沿線学校の協力により車内での沿線のＰＲの実施
定期列車において、観光案内と高齢者サポートを行う「アテンダント」の乗車
東日本大震災被災地を語り部の案内等により見学する研修の実施
イベント列車での弁当供食
沿線団体の協力を得たおどり体験
沿線団体と社員が協力した田んぼアートの作成
貨客混載（沿線農家が収穫した野菜を輸送）
沿線開発推進協議会によるラッピング列車への命名
住民が列車に手を振る活動
地元学校生徒による車両清掃
沿線市が車両を借り受けて沿線施設のテーマをデザインした車両への改造
利用者・沿線住民とのコミュニケーション強化を目的としたファンクラブの設立
沿線市町のイベント送客のための往復割引乗車券の発売
今後導入する観光列車での地元料理提供・土産販売
沿線商店による、イベント列車での車内販売メニューや駅前イベ
ントへの出店
沿線近隣観光施設入場優待付き乗車券の発売
県内の古典芸能活動家の協力を得た怪談を聞くイベント列車の運行
沿線の小学校・保育園の児童の絵画作品を展示したギャラリー
列車の運行
特別支援学校と連携したマルシェの開催
自治体や学校など、沿線地域との連携業務の実施
サッカー観戦回数券の販売
無人駅の公募の「ふるさと駅長」
観光列車での地元食材を活用した料理の提供、地元産品の販売
ローカル鉄道・地域づくり大学の開催
観光列車での食事体験と沿線施設や踊り体験がセットになった
クーポン券の発売
地元大学生による車両の装飾
観光列車での地元ボランティアによる観光案内
市民への無人駅委託管理
高校生が栽培・収穫した野菜を販売する列車（朝市トレイン）の運行
ファンクラブ主催によるイベント列車の運行
高校生企画のスタンプラリーにおいて市民団体が資金面を支援
ボランティア駅長による列車見送り
駅舎を活用した市民活動の促進
列車内での幼稚園児による絵画展の開催
鉄道事業者をテーマにした沿線イベント（井原線感謝デー）の開
催と各駅での他団体の協力による催事の実施
市民団体による「ローカル線ファンの交流会」の開催
SL 模擬運行時等での観光客に対する地元産品の販売、撮影
場所の提供
四国八十八か所巡り観光客への情報提供
貸切列車（イベント列車）の運行
観光列車での地元食材を活かした料理の提供、停車駅での地
元産品販売、お見送り
沿線応援団と協働した企画の立案・運営体制
観光列車停車駅での地元産品販売、お見送り
大学による提案を受けた観光ツアーの開発・実施（南阿蘇観光
未来プロジェクト）
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大・中・小区分
外部資金の活用
寄付金

事業者名

三陸鉄道株式会社
鹿島臨海鉄道株式会社
四日市あすなろう鉄道株式会社
クラウドファンディング
津軽鉄道株式会社
富山地方鉄道株式会社
銚子電気鉄道株式会社
熊本電気鉄道株式会社
由利高原鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
長良川鉄道株式会社
樽見鉄道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社
ファンクラブ
経営支援を
行う規模の 由利高原鉄道株式会社
活動
甘木鉄道株式会社
利用時の優
遇等の特典
しなの鉄道株式会社
を伴う活動
その他意識
啓発等
えちごトキめき鉄道株式会社
つり革オーナー・枕木オーナー

該当する主な取組

第三セクター鉄道
復興支援を目的としたジャズ演奏イベント列車の運行
ファンからの協賛金による車体ラッピング費用の調達
高校生が企画するスタンプラリーの運営経費を市民団体が負担
中小鉄道
転車台の復活整備のための資金調達
中古車両導入時の改装費用の資金調達
事故復旧費用の資金調達
保存車両の塗装費用の資金調達
第三セクター鉄道
駅舎整備等での資金調達
利用者等の要望に沿った車体塗装費用のクラウドファンディング
による資金調達
観光車両の追加改装費用の資金調達
車両の塗装費用のクラウドファンディング
クラウドファンディングによる新車両の導入
第三セクター鉄道
駅舎整備等でのクラウドファンディング
グッズの開発、販売
第三セクター鉄道
乗車券の進呈、グッズ購入資格等の特典
第三セクター鉄道
サポーターズクラブ運営によるマイレール意識醸成

信楽高原鐵道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社ほか

第三セクター鉄道
老朽施設更新（枕木）への使用
枕木、つり革オーナー

いすみ鉄道株式会社

第三セクター鉄道
車両オーナー制度、路線名・駅名ネーミングライツ

弘南鉄道株式会社
銚子電気鉄道株式会社
養老鉄道株式会社ほか
WILLER TRAINS 株式会社ほか

中小鉄道
リンゴ型の防災ライト
自社の経営状況を逆手に取った名称を付けたグッズの開発
鉄道イベントでのグッズ販売
オリジナル商品（丹鉄珈琲）の開発・販売

ひたちなか海浜鉄道株式会社

第三セクター鉄道
ロケ・撮影時の撮影協力金設定

ネーミングライツ

グッズ開発・販売

場所代

ふるさと納税
三陸鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社
のと鉄道株式会社
長良川鉄道株式会社
四日市あすなろう鉄道株式会社
若桜鉄道株式会社
平成筑豊鉄道株式会社

第三セクター鉄道
沿線自治体の返礼品に、復興資金調達や活性化のメニュー（フ
ァンクラブ、オーナークラブ等）を設定
沿線自治体の返礼品に、観光列車乗車券を設定
沿線自治体の返礼品に、観光列車乗車券を設定
沿線自治体の返礼品に、観光列車乗車券を設定
沿線自治体の返礼品に、駅長体験、貸し切り列車利用等を設定
沿線自治体の返礼品に、鉄道模型、結婚式での貸切列車利用等を設定
沿線自治体の返礼品に、運転体験を設定

その他
養老鉄道株式会社
WILLER TRAINS 株式会社
道南いさりび鉄道株式会社ほか
明知鉄道株式会社
南阿蘇鉄道株式会社

中小鉄道
光回線を契約すると養老鉄道を支援できるサービスの実施（終了）
鉄道投資型ファンドの開発
第三セクター鉄道
車両改装への行政からの補助金の獲得
「鉄カード」の発案・コーディネート
地元産品のインターネット販売（災害復旧資金の獲得）
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大・中・小区分

事業者名

該当する主な取組

その他分類
一畑電車株式会社
三陸鉄道株式会社
会津鉄道株式会社
山形鉄道株式会社
しなの鉄道株式会社

中小鉄道
電車を利用した手荷物託送
第三セクター鉄道
利用者の生活・移動時間をヒアリングした上でのダイヤ設定
社員の技能習得による柔軟な人員配置に伴う業務効率化
社内におけるミニカンパニーの設立
こども、障害者、高齢者の特性に応じた運賃設定
列車運行予定の HP 上での掲載
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