
「115系の動く博物館」完成！多くのご支援ありがとうございました 
 

「コカ・コーララッピング電車」出発式を開催いたします 

2018年（平成30年） 2月16日 

１／４ 

しなの鉄道株式会社（本社：長野県上田市、代表取締役社長：玉木 淳）は、かつて信越本線を走っていた115

系「コカ・コーララッピング電車」を復刻（※）し、3月4日（日）に戸倉駅で出発式を開催いたします。 

当社では、2017（平成29）年7月～9月に開催された信州デスティネーションキャンペーンと、しなの鉄道の開業20

周年に合わせ、しなの鉄道の115系電車の塗装を変更して、かつて信越本線を走っていた懐かしい車体カラーを復

刻してまいりました。昨年4月の「初代長野色」、5月の「湘南色」、7月の「横須賀色」に続き、今回で4色目の復刻とな

ります。これにより、従来より運行していた「しなの鉄道色」「長野色」「観光列車 ろくもん」と合わせ、全7色の115系電

車を運行することとなり、「115系の動く博物館」が完成となります。 

なお、「コカ・コーララッピング電車」の復刻にあたっては、日本コカ・コーラ株式会社様、北陸コカ・コーラボトリン

グ株式会社様の御理解、御協力をいただいたほか、塗装変更費は、当社としては初めて「クラウドファンディング」に

よりご支援を募りました。その結果、500名を超える方からご支援をいただき、復刻を実現させることができました。 

出発式当日は、4名の「復刻記念1日子ども駅長」や、地元チアリーディングチーム「千曲キューティアンズ」様にパ

フォーマンス等で式典の盛り上げにご協力いただくほか、戸倉～軽井沢駅間で一往復、記念ランとして臨時列車を

運行します。また、軽井沢駅では「コカ・コーララッピング電車」の撮影会を行います。 

１．出発式 
 

（１）日 時 

  平成30年 3月4日（日）10：15～ 
 

（２）場 所 

  しなの鉄道 戸倉駅 2番線ホーム 

  （長野県千曲市大字戸倉1445） 
 

（３）出席予定者 
 

 ・日本コカ・コーラ株式会社フランチャイズ リーダーシップ 

      北日本・南日本リージョン統括部 副社長 ゼネラルマネジャー 北島 伸一郎 氏 

 ・北陸コカ・コーラボトリング株式会社 専務取締役 浅野 弘昭 氏 

 ・北陸コカ・コーラボトリング株式会社 長野地区本部長 岩渕 一 氏 

 ・子ども駅長 4名（クラウドファンディング支援者様ご子息） 

 ・記念臨時列車ご招待のクラウドファンディング支援者様（約60名） 

 ・しなの鉄道株式会社 代表取締役社長 玉木 淳 

▲「コカ・コーララッピング電車」完成イメージ 

■出発式スケジュール  ※時間・内容は変更となる場合があります 

時 刻 内 容 

10：00 報道関係者様 集合時刻 

   10：04頃 「コカ・コーララッピング電車」入線（2番線） 

10：15 開式、挨拶 

10：25 アトラクション：千曲キューティアンズ（チアリーディングチーム） 

「こども駅長」によるテープカット 

10：50 「こども駅長」による出発合図 ・ 記念臨時列車発車 ？ ？ 

※今回の復刻する車両のカラーは、30年前と同色の塗装ですが、「コカ・コーラ」のロゴデザイン及びキャッチコピーは現行デザインとなります。 

（注）最終的なデザインは、日本コカ・コーラ 
    株式会社様の確認の上、決定します。 
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【往路：戸倉→軽井沢】 
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【復路：軽井沢→戸倉】 

軽井沢 
中軽井
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御代田 平原 小諸 滋野 田中 大屋 
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12：50 12:55 12:59 13:05 13:11 13:15 13:22 13:26 13:30 13:34 13:38 13:43 13:47 13:51 13:56 

※運転時刻は変更となる場合がございます。 

２．記念ラン（臨時列車運行） 
 

（１）運転日 

  平成30年 3月4日（日） 
 

（２）運転区間 

 ・往路：戸倉 10：50発 → 軽井沢 11：35着 ※クラウドファンディング支援者様（※）専用列車 

 ・復路：軽井沢駅 12：50発 → 戸倉駅 13：56着 
 

（３）その他 
 

 ・往路はクラウドファンディングでご支援いただいた方（※）を招待し、専用の臨時列車として運行します。 
  一般の方はご乗車いただけませんのでご注意ください。 
 ・復路は乗車区間に有効な乗車券類をお持ちの方は、どなたでもご乗車いただける臨時列車として運転します。 

 ・各行程の車内で、ご乗車の皆様に記念乗車証明書を配布いたします。 
 ・往路のみ乗車取材が可能です。乗車取材を行う場合、当該列車に限り乗車運賃は不要ですが、 
   ご取材の前後で当社線をご利用いただく際は、きっぷをお買い求めくださいますようお願いいたします。 
 
 ※クラウドファンディングのリターンで「記念臨時列車へご招待」をお選びいただいたご支援者様のみご乗車いただけます。 

３．撮影会 
 

（１）日 時 

  平成30年 3月4日（日）11：55～12：25頃 
 

（２）場 所 
 

  しなの鉄道 軽井沢駅 
  （長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178） 
 

（３）内 容 
 

  臨時列車の軽井沢駅折り返し時間に、駅構内で車両の 
  撮影会を行います。 
  有効な軽井沢駅の入場券又は軽井沢駅発着の乗車券 
   をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。 

【 「コカ・コーラ」レッドカラーの電車 とは】 

 今から約30年前の昭和62年、ＪＲ発足後に信越本線に登場した「コカ・コーラ」の広告電車です。 

 車両は、当時の北長野運転所の115系N12編成で、車体全面が「コカ・コーラ」の赤色に塗られ、側面にはロゴマー

クが入った大胆なデザインでした。 

 また、車内はロングシート化されて、コカ・コーラ社の自動販売機も設置されるなど、大変注目を集めました。その

後、1990年に契約が終了し、初代長野色に塗り替えられました。 

 「コカ・コーラ」の赤色に塗り替えられていた115系N12編成は、ＪＲ東日本からしなの鉄道に譲渡され、今でもしな

の鉄道のS11編成として現役で走っております。今回の「コカ・コーララッピング電車」は、かつて「コカ・コーラ」の広

告電車として運行していた車両と同じ、S11編成で復刻いたします。 

▲かつて運行していた「コカ・コーラ」レッドカラーの電車 
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【「115系の動く博物館」について】 

 115系は、日本国有鉄道が勾配線区用近郊型電車として設計・製造した電車で、昭和38年に製造が開始されまし

た。その後、設計内容が変更され、初期の一般車（在来車）から300番代、1000番代、2000番代、3000番代と5グ

ループが製造されました。 

 しなの鉄道を走る電車は全て115系で、現在59両を保有しています。昭和52年から製造された1000番代で、これ

は115系の中でも寒冷地向け仕様で耐雪耐寒強化型のグループです。 

 115系電車は製造から約40年が経過し、老朽化などから全国的に引退が進み、姿を消しつつあります。懐かしい

車体カラー復活などにより、鉄道ファンや「コカ・コーラ」ファンの皆様に楽しんでいただくと共に、しなの鉄道の沿線

に少しでも人が訪れ、沿線地域に貢献できればと考えております。 

 

 

【 クラウドファンディング概要】 

 クラウドファンディング国内最大手である株式会社CAMPFIRE （本社：東京都渋谷区、代表者：家入 一真 様）が

運営する、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」において、「All-or-Nothing方式（目標金額に達しな

い場合は不成立となり全額返金される方式）」により実施いたしました。 

 募集開始から5日目の平成29年10月19日（木）に目標金額を達成し、約2ヵ月の募集期間で519名の方より

3,963,544円のご支援をいただきました。 

 

■プロジェクト名 

 しなの鉄道で115系の動く博物館を完成したい！「コカ・コーラ」レッドカラーで実現 

 （WEBサイト）https://camp-fire.jp/projects/view/48223 

 ■募集期間 

 平成29年10月14日（土）～12月17日（日）まで 

■目標金額 

 2,900,000円  【平成29年10月19日（木）達成】 

■リターン内容 

 ＜3,000円コース＞ 

  ・「記念列車運転時刻表レプリカ」（応募数92）        ・「開業20周年記念ピンバッジ」（応募数50） 

 ＜5,000円コース＞ 

   ・「オリジナルピンバッジセット」（応募数103）          ・「記念トレインカード+カードホルダー」（応募数129） 

  ・「記念列車デザインプレート」（応募数68）            ・「記念フリーきっぷ （2路線1セット）」（応募数39） 

  ・「復刻記念１日子ども駅長」（応募数4） 

 ＜1万円コース＞ 

  ・「記念臨時列車」へご招待（応募数65）          ・「S11編成 車両番号銘板」（応募数50） 

  ・「記念フリーきっぷ （2路線2セット）」+「「コカ・コーラ」 ミニボトルキーホルダー」 （応募数22） 

 ＜２万円コース＞ 

  ・「車両工場見学（S11編成入場時）」（応募数10） 

 ＜10万円コース＞ 

  ・「記念ヘッドマーク」（応募数2） 

■パトロン（支援者様）数 

 519人：634件 

  ※お一人で複数のリターンに対しご支援が可能なため件数はご支援者様の数を上回ります。 

■最終支援総額 

 3,963,544円 

https://camp-fire.jp/projects/view/48223
https://camp-fire.jp/projects/view/48223
https://camp-fire.jp/projects/view/48223
https://camp-fire.jp/projects/view/48223


しなの鉄道株式会社 
 〒386-0018 
  長野県上田市常田1-3-39 

◇本件に関するお問い合わせ先 
 

 経営企画課（担当：長澤、山本） 

  TEL：0268-21-4701（平日：8：30～17：30） 

４／４ 

※本プレスリリースの内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※画像はすべてイメージです。 

当日取材人数 備考欄 

人   

貴社名 

ご担当者様氏名 

番組／媒体名 

放送／掲載予定日 

電話番号 

メールアドレス 

「コカ・コーララッピング電車」出発 
 

2018年3月4日(日) 

当日ご取材いただける場合はお手数ですが、 
2月26日（月）までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。 

【取材お申込み先】 
 

しなの鉄道経営企画課 
MAIL：fun@shinanorailway.co.jp FAX：0268-21-4703  

※必ずお読みください※ 
  
・自社腕章を必ず着用してください。腕章がない場合、お断りする場合がございます。 
 

・業務上支障が生じた場合、直ちに撮影等を中止していただく場合があります。 
 

・お客様の流動の支障になるような場所での撮影やインタビューは固く禁止いたします。 
 

・業務中の乗務員・駅係員等への質問、インタビューはお控えください。 
 

・駅社員・乗務員等からの指示に従ってください。 
 

・安全のためホーム上での取材・撮影は黄色の線の内側でお願いいたします。また点字ブロック上での撮影は禁止いたします。 
 また、脚立の持ち込みは安全のため禁止させていただきます。 
 

・頭上に強い電流が流れている箇所がございます。長尺マイクの取扱いは原則禁止とさせていただきます。 
 

・列車（運転士等）に向かっての、ライトやフラッシュの使用は厳禁とさせていただきます。 

ご取材場面 
※ご希望される場面に 

  〇をつけてください。 

出発式 
（戸倉駅） 

115系車内 
（戸倉→軽井沢） 

撮影会 
（軽井沢駅） 

  

mailto:fun@shinanorailway.co.jp

