2018 年 1 月 24 日
鉄旅オブザイヤー実行委員会

鉄道好き著名人・吉川正洋さん、久野知美さん、南田裕介さんも出演！

「鉄旅オブザイヤー2017」結果発表・授賞式開催
【日時】 2018 年 2 月 7 日（水） 11：00～

【場所】 鉄道博物館（さいたま市大宮区）

過去最多 114 件の鉄道旅行商品からグランプリはどの鉄旅に？！
一般応募作品から鉄旅ファンの夢がつまった鉄旅企画「ベストアマチュア賞」も発表！

鉄旅オブザイヤー実行委員会は、日本国内の優れた鉄道旅行を審査・表彰する「鉄旅
オブザイヤー2017」の結果発表及び授賞式を、2018 年 2 月 7 日（水）11：00 から「鉄
道博物館」で開催致します。2011 年度の初開催を経て、業界関係者、各メディアの方々
や一般の方々から多くの反響を頂いた「鉄旅オブザイヤー」も第七回を迎えます。全
国の旅行会社の鉄道の魅力溢れる作品はもちろん、旅行会社以外の一般鉄道旅行ファ
ンによる夢の鉄道旅行企画も募集！鉄旅オブザイヤー実行委員会による第一次審査、外部審査員（審査
委員長：芦原 伸さん）による第二次審査を経て選考されたユニークで魅力ある受賞作品を発表致します。
※鉄旅オブザイヤーの詳細はこちら

http://www.tetsutabi-award.net/

■話題の「インスタ映え」をねらえ！鉄道好き著名人の３人が
イチオシの“鉄道インスタ”を披露！
鉄道好きで知られ、鉄道 BIG4 としてテレビでも活躍中の吉川 正洋さん（ダーリンハニー）
、南田 裕介
さん（ホリプロマネージャー）に、女子鉄アナウンサーとして鉄道系イベントでも引っ張りだこの久野 知
美さん（女子鉄アナウンサー）を交えた鉄道好き著名人の３人がイチオシの“鉄旅インスタ”を披露！
果たしてどんなインスタ映え写真が出てくるのか？！鉄旅トークで会場を盛り上げます！

吉川 正洋さん

久野 知美さん

南田 裕介さん

■廃線間近のローカル線や懐かしの車両、お座敷列車の旅…渾身の企画の中から
グランプリはどの鉄旅に？！プロもびっくりの一般応募作品にも注目！
鉄道好き芸人＆女子鉄アナウンサーも大興奮？！
例年増加する応募企画数、今年はなんと 114 件にも。廃線間近のローカル線や懐かしの車両、お座敷列
車の旅等、個性的な 18 の鉄道旅行商品が予選を勝ち抜きました。果たしてグランプリはどの鉄旅に？！
また、旅行会社だけではなく一般応募作品の中から「ベストアマチュア賞」も発表！鉄旅ファンの夢が
つまった鉄道旅行企画はいかに？！司会進行は、鉄道好き芸人ダーリンハニー吉川さん＆女子鉄アナウ
ンサー久野知美さんのお二人が担当。久野さんは初年度より毎年、司会進行（＝運転士役？！）を担当
されています。多少のヲタクトークは御愛嬌、授賞式をにぎやかに盛り上げます！
【出演者プロフィール一覧】

●吉川 正洋（Masahiro Yoshikawa）／お笑い芸人
太田プロダクションに所属するお笑いコンビ、ダーリンハニーのボケ担当。
「タモリ電車倶楽部」の会員（No.009）でもあるほどの鉄道ファンであり、
バラエティ番組の鉄道関連の企画の出演、コラムの執筆の活動も精力的。
出演実績例：NTV「笑神様は突然に」鉄道 BIG4 として出演。
ほか出演 EX「タモリ倶楽部」「アメトーーク」/静岡第一「まるごと」
CS「鉄道ひとり旅」など。

●久野 知美

（Tomomi

Kuno)／フリーアナウンサー、女子鉄。

ホリプロ所属の “女子鉄アナウンサー”として、テレビ朝日「テンション上がる会？」
「あさテ
ツ」、日本テレビ系「スクール革命！」
、NHK-FM「今日は一日“鉄うた”三昧」
、スカパー！鉄道
チャンネルほかテレビ・ラジオの鉄道関連番組への出演多数。個性の強い鉄道タレントを見事に
仕切ることから、鉄道系イベントの司会にひっぱりだこ。近年では、るるぶ NEWS コラム執筆な
どフォトライターとしても活動。西武 旅するレストラン「52 席の至福」や、東武鉄道「TJ ライ
ナー」
「特急リバティ」
「70000 系」の車内自動アナウンスの音声もつとめる。現在、テレビ東京
「なないろ日和！」
、FM NACK5「スギテツの GNRR」出演中！
◼公式ホームページ

http://www.tomomi-kuno.com/

●南田 裕介（Yusuke Minamida）／ホリプロマネージャー
ホリプロアナウンス室担当マネージャー。筋金入りの鉄道ファンとして知られ、ホリプロ社員で
ありながら、テレビ朝日「タモリ倶楽部」、日テレプラス「鉄道発見伝 鉄兄ちゃん藤田大介アナ
が行く!」、日本テレビ「笑神様は突然に…」 - チーム鉄道 BIG4 などをはじめ、鉄道関連の番組・
コーナーへの出演多数。2015 年「ホリプロ南田の鉄道たずねて三千里」(主婦と生活社)を上梓。

■開催はさいたま市の鉄道博物館。
2018 年夏頃、いよいよ新館オープン＆本館全面リニューアル！
授賞式が開催されるさいたま市の鉄道博物館では、順次館
内のリニューアル工事を進めていますが、いよいよ今年の夏
頃に、新館がオープンいたします。
新館には、鉄道の「仕事」
「歴史」
「未来」をテーマとした
３つの展示ゾーンを設け、現在の鉄道の「仕事」を伝え、
「歴
史」を紐解き、鉄道の「未来」を創造する、多彩な切り口で
人と鉄道の豊かな物語を展開します。新しく生まれ変わる鉄
道博物館に、ぜひご期待ください。
＜授賞式実施概要＞
【名

称】「鉄旅オブザイヤー」授賞式

【主

催】鉄旅オブザイヤー実行委員会

【日

時】2018 年 2 月 7 日（水） 11：00～13：20 （予定）

【場

所】鉄道博物館てっぱくホール
埼玉県さいたま市大宮区大成町 3 丁目 47 番

【プログラム】（予定）
時間

内容

場所

10:30 開場・報道受付開始
オープニング
11:00 「鉄旅オブザイヤー」紹介
実行委員長 挨拶
鉄旅オブザイヤー2017受賞作品の発表・表彰
受賞作品の紹介と受賞者（作り手）のコメント
11:10

てっぱくホール側特設入口
グランプリ（1作品）、準グランプリ（1作品）
DC賞（1作品）、審査員特別賞（1作品）ルーキー賞（1作品）、
一般部門 ベストアマチュア賞（1作品） ※予定

12:50 審査員からのコメント
12:55 特別企画：鉄道好き著名人による鉄道トーク
13:10 クロージング
13:15

受賞者 記念撮影
受賞者・プレゼンター・主催者 記念撮影

鉄旅オブザイヤー記念駅弁お渡し
13:20 ※招待者及び報道機関等
終了

【交

てっぱくホール
DD13形式ディーゼル機関車前
てっぱくホール側特設入口

通】

○電車でお越しの場合：
ＪＲ大宮駅より、ニューシャトル「鉄道博物館駅」下車

徒歩１分

○自動車でお越しの場合：
首都高速埼玉新都心線「新都心西出入口」より約 4km
首都高速埼玉大宮線「与野出入口」より約 5km
東北道「岩槻 IC」より約 9km
首都圏中央連絡自動車道「桶川北本 IC」より約 15km
※詳しくは

http://www.railway-museum.jp/access/

をご覧ください。

＜鉄旅オブザイヤー2017 概要＞ 「鉄旅 オブザイヤー2017」http://www.tetsutabi-award.net/
● 表彰対象
【旅行会社部門】2016 年 11 月～2017 年 10 月までに催行された日本国内を目的地とする募集型企画旅行およ
び受注型企画旅行。※鉄道旅行の魅力がツアーの中心にあり、企画性、オリジナリティが高いものとする。
【一般部門】 2018 年度デスティネーションキャンペーン開催地（栃木県、山陰[鳥取県・島根県]、愛知県、
京都市）の何れかを対象エリアとした鉄道旅行ツアー企画、アイデア。

● 表彰（予定）
【旅行会社部門】グランプリ 1 作品、準グランプリ 1 作品、DC 賞 1 作品、審査員特別賞 1 作品、ルーキー賞 1
作品 計 5 作品

※ルーキー賞とは、過去受賞したことがない（今回も受賞されていない）旅行会社による作

品で、コンセプト・内容等について審査員が評価したもの。
【一般部門】ベストアマチュア賞 1 作品

● 審査
・鉄旅オブザイヤー実行委員会
・外部審査員 ※敬称略・五十音順
委員長

芦原

伸

「旅と鉄道」編集長、日本旅行作家協会常任理事

委員

井門

隆夫

委員

五十嵐

委員

榎本

委員

オオゼキタク シンガーソングライター

委員

大塚

圭一郎 共同通信社編集局経済部次長、鉄道コラム「汐留鉄道倶楽部」執筆者

委員

栗原

景

フォトライター

委員

崎本

武志

江戸川大学社会学部現代社会学科 准教授

委員

杉山

淳一

フリーライター

委員

鉄旅ガールズ 鉄旅好き女子

委員

南田

裕介

鉄道好きマネージャー（株式会社ホリプロ）

委員

豊岡

真澄

元祖鉄道アイドル、ママ鉄代表

委員

矢野

直美

旅をしながら「撮って書く」フォトライター

（株）井門観光研究所、高崎経済大学地域政策学部観光政策学科准教授

匡一 月刊「旅の手帖」編集長
聖之

鉄道模型バー銀座パノラマ渋谷店オーナー

● 発表
審査結果発表及び表彰式は、2018 年 2 月 7 日（水）

● 組織
■主催：鉄旅オブザイヤー実行委員会（委員長 髙橋 広行）
■後援：北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、
西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、一般社団法人日本民営鉄道協会、
社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会
■協力：交通新聞社、旅行メディア各社（予定）

