
 

 

 

 

 

２００９年 3 月 6 日 

 

  「中央線開業１２０周年記念キャンペーン」を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．キャンペーン期間  

２００９年４月１１日（土）～１２月３１日（木） 

 

２．記念ロゴマーク 

１９５７年（昭和３２年）～１９８５年（昭和６０年）の間、中央

線を走り、長年にわたり主役として活躍するとともに、「中央線＝オ

レンジ色」というイメージを定着させた１０１系の車両をモチーフに、

都会的な新宿エリアから緑豊かな多摩エリアを真っ直ぐに走る中央

線を、大人から子供まで親しみの持てるシンプルなデザインで表現し

ました。今後このロゴマークはキャンペーン期間中のポスターやパン

フレットなど、様々なシーンで登場します。 

    

３．キャンペーンを盛り上げるイベント 

 （１）オープニングイベント 

 中央線新宿駅～立川駅の開業日にあたる 4 月 11 日（土）に立川駅において、立川市長を 

1 日駅長としたオープニングイベントを自治体や地元と共同で行います。 

 

《第 1 部》 

オープニング式典「中央線開業 120 周年 いい日旅立ち」（立川駅自由通路） 

【8 時 30 分～9 時 03 分（予定）】 

①立川市長への立川駅 1 日駅長委嘱式 

②来賓挨拶 

③オープニング合唱「立川女声合唱団 コールスワン」による鉄道唱歌 

④テープカット 

《参加者》立川市長、立川商工会議所会頭、立川市商店街振興組合連合会理事長、 

     JR 東日本 八王子支社長、立川駅長、立川駅社員代表 

⑤中央線開業 120 周年記念写真パネル展オープン 

 

 中央線は、１８８９年（明治２２年）４月１１日に甲武鉄道として新宿～立川間、8 月 11 日に

立川～八王子間が開業し、今年で 120 周年を迎えます。 

これを記念し 4 月 11 日（土） から「中央線開業 120 周年記念キャンペーン」を開催します。

 日頃からご利用いただいているお客さまに、感謝の気持ちを込めて、地元自治体等と連携をとり

ながら、中央線沿線で様々な記念キャンペーンを実施します。 

【キャンペーンロゴ】



《第 2 部》 

出発式（立川駅 5 番線ホーム）【9 時 08 分～9 時 14 分（予定）】 

 団体臨時列車「中央線開業 120 周年記念号」の出発に合わせてセレモニーを行います。 

①くす玉開花 

《参加者》立川市長、立川商工会議所会頭、立川市商店街振興組合連合会理事長 

JR 東日本 八王子支社長、立川駅長 

②出発合図  立川市長（1 日駅長）、立川駅長 

 

《第 3 部》 

立川駅イベント【10 時 00 分～（予定）】 

 立川駅自由通路、駅ビル内特設会場などで様々なイベントを行います。 

①「立川女声合唱団 コールスワン」による合唱 

②ミニＳＬ乗車会 

《場所》立川駅自由通路 

《時間》10 時 00 分～13 時 00 分（受付は 12 時 30 分まで） 

  《対象》ご乗車は小学生以下で、エキュート立川、グランデュオ 

立川、ルミネ立川、立川駅、立川駅構内店舗で 4 月 11 

日当日に 1,000 円以上購入したレシート等の証明がで 

きるものを持参されたお客さまが対象。 

③鉄道ジオラマ（N ゲージ）展示会 

      《場所》エキュート立川 3 階特設会場 

      《時間》10 時 00 分～15 時 00 分（受付は 14 時 30 分まで）    

④中央線開業 120 周年記念写真パネル展 

《場所》立川駅自由通路 

      《期間》4 月 11 日（土）～4 月 30 日（木） 

 

 

（２）中央線開業 120 周年記念写真パネル展 

   開業 120 周年を記念して駅のコンコースにて、開業当時の中央線や 

  駅周辺の街並み・風景などの写真を集め、各駅の歴史を感じられるパネ 

ル展を開催します。 

   《開催時期および場所》 

      4 月：新宿駅・立川駅  5 月：武蔵境駅  6 月：中野駅 

 7 月：国分寺駅  8 月：八王子駅 

 

 

（３）中央線 120 周年記念スタンプラリー（クイズラリー） 

【概 要】各駅の名所や歴史にちなんだクイズを出題するスタンプラリーを開催します。 

新宿～八王子間の中央快速線の各駅等に設置されたスタンプをスタンプ用リーフレッ

トに集めながら、スタンプ設置箇所で出題される中央線に関するクイズに答えて郵送

で応募すると、抽選で120名様に中央線オリジナルグッズをプレゼントします。 

   【内 容】  

《期間》2009 年 4 月 11 日（土）～6 月 14 日（日） 

《場所》新宿～八王子間の中央快速線の各駅（計 18 駅） 

なお、以下の駅につきましては、駅ビルにスタンプを設置します。 

吉祥寺駅（吉祥寺ロンロン）・三鷹駅（三鷹ロンロン）・国分寺駅（国分寺エル）・立 

川駅※（ルミネ立川・グランデュオ立川・エキュート立川）・八王子駅（八王子ナウ） 

※立川駅の各スタンプのデザインは同じものです。 



《配布枚数》スタンプ用リーフレットを８万部配布予定 

《配布箇所》スタンプ用リーフレットはスタンプ設置駅等にて配布します。 

《実施内容》①参加者は、スタンプ用リーフレットを入手しスタートします。 

       ②コースを選択しスタンプを集めながらクイズに答えます。 

③スタンプを集めたリーフレットを封筒にて郵送します。 

         ④抽選で総計１２０名様に、素敵なプレゼントが当たります。 

（当選は発送をもってかえさせていただきます。） 

※詳細は 4 月上旬配布予定のスタンプ用リーフレットをご覧下さい。 

《コースおよび景品》 

A コース：スタンプ８個 

「iPod nano＋中央線オリジナルケース」 

を 20 名様にプレゼント。 

また、抽選にもれた方の中から３５名様に 

中央線 120 周年記念メダル 3 個セットをプレゼント。 

B コース：スタンプ４個 

「電車 T シャツ」をペアで 30 名様にプレゼント。 

また、抽選にもれた方の中から３５名様に 

「中央線が好きだ。」ポストカード 10 枚セットをプレゼント。 

 

 

（４）各駅・駅ビル等での主なイベント 

キャンペーン開催に伴い、中央線の主な駅や駅ビルで各種イベントを実施します。 

2 月１５日（日）～３月１５日（日）【立川駅】 

立川駅開業 120 周年記念「得×旅
と く た び

キャンペーン」 

上記期間中、ルミネ立川、グランデュオ立川、エキュート立川の各店舗において合計 5,000 

円以上のお買い物、またはホテルメッツ立川にご宿泊いただいたお客さまは、びゅうプラ 

ザ立川駅で「びゅう国内旅行商品」が５％割引でご購入いただけます。 

その後さらに、Ｗチャンスとして抽選で 25 名様に素敵なプレゼントが当たります。 

（2 月 9 日プレスリリース済み） 

3 月 1 日（日）～【国分寺駅】 

中央線開業 120 周年記念「ヤッターマン オリジナル 

ポストカード プレゼント」キャンペーン 

国分寺市に本社があるアニメ制作会社、㈱竜の子プロ 

ダクションのご協力により、テレビアニメ「ヤッター 

マン」の本編中に使用された国分寺駅に関連するシー 

ンをオリジナルポストカードにして、限定５,０００枚 

をプレゼント！（数量５,０００枚なくなり次第終了） 

JR 国分寺駅みどりの窓口・びゅうプラザにて 1,000 円以上の乗車券・特急券・定期券・ 

旅行商品をお買い求めいただいたお客さま、お 1 人につき 1 枚プレゼントします。 

※券売機・指定席券売機・定期券発売機でお買い求めのお客さまは購入当日に限り、改札口 

社員にお申し出下さい。 
＜協力：株式会社 竜の子プロダクション＞ 

3 月 １日（日）～４月１１日（土）【武蔵小金井駅】 

中央線開業 120 周年記念・小金井公園 55 周年記念「名勝小金井桜」「小金井公園・たて

もの園」桜写真展  
＜共催：小金井公園桜守の会・名勝小金井桜の会＞ 

ヤッターマン オリジナル 

ポストカード（イメージ） 

©タツノコプロ・読売テレビ 2008 

iPod nano＋中央線オリジナル 
ケース（イメージ） 

当キャンペーンはAppleの提供・ 
協賛によるものではありません。 

iPod nanoはAppleの商標です。 

表面 裏面 



3 月 26 日（木）～４月 23 日（木）【中野駅】 

中央線開業 120 周年記念写真展  ＜共催：中野区＞ 

4 月 6 日（月）～5 月 6 日（祝水）【エキュート立川】 

中央線・立川駅開業 120 周年「トレインフェスタ」 

①トレインフェスタ限定商品の販売 

   ②プラレールジオラマの展示 

③プラレールの D５１形を再現した大型ＳＬと記念撮影  ほか 

      ※詳細は別途お知らせします。 

5 月 16 日（土）【武蔵境駅】 

武蔵境駅開業 120 周年記念「武蔵境ピクニック」 

駅前会場でのイベントおよび境南北商店街でのウォークラリーを実施します。 

 ＜共催：武蔵境ピクニック実行委員会＞ 

6 月 14 日（日）【三鷹駅～武蔵境駅】 

「駅からハイキング」 

中央線開業 120 周年記念「文化の街・三鷹～太宰治ゆかりの地と廃線跡を巡る～」 

 

※3 月６日現在決定している主なイベントは以上です。その他のイベントにつきましては、決

定次第お知らせします。 

 

４．記念びゅう旅行商品 

  【第 1 弾】中央線開業 120 周年記念号で行く「三鷹・豊田車両センターめぐり」の旅 

    中央線（新宿駅～立川駅）開業 120 周年を迎える 4 月 11 日に、 

中央線のさらなる魅力を発見していただくために、中央線の 2 つの 

車両センターを巡る団体臨時列車を運転します。 

（１） 日 程：２００９年 4 月 11 日（土） 

（２） 旅行代金：5,000 円（こども 4,500 円） 

（３） 募集人員：３３０名 

（４） 使用車両：１８３系（特急型電車）6 両 

（５） 行 程： 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【第２弾】「八王子総合訓練センターと八王子駅転車台見学」の旅 

    中央線開業 120 周年を迎えるにあたり、鉄道の新たな魅力の発掘

と、さらなるご理解を得ることを目的に、実際の乗務員が訓練を行う

「八王子総合訓練センター」での訓練設備の実体験と「新鶴見機関区

八王子派出（旧八王子機関区）」での転車台の見学をあわせた 参加･

体験型のびゅう旅行商品を発売します。 

トレインフェスタ 

 ポスター（イメージ） 



 

（１） 日 程：２００９年 4 月 25 日（土） 

（２） 旅行代金：5,000 円（こども 4,500 円） 

（３） 募集人員：64 名（1 組 32 名の 2 組） 

（４） 行 程： 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記念びゅう旅行商品のお申し込み方法】 ※往復はがきでご応募いただき、抽選を行います。 

 

お申し込みは抽選となりますので、往復はがきに以下の①～⑧をご記入の上、ご応募下さい。抽

選の当否は返信はがきにてお知らせします。 

①お名前（ふりがな）、②性別、③年齢、④住所、⑤電話番号、⑥お申し込み人数（４名まで）、

⑦商品名（１商品のみ）、⑧ご指定のびゅうプラザ（旅行クーポン券類をお受け取りになるご希

望のびゅうプラザを吉祥寺駅・三鷹駅・国分寺駅・立川駅・八王子駅・甲府駅の６店舗から１店

舗を選択しご記入ください。） 

 

＊お申し込みは、はがき１枚でお 1 人さま１商品 4 名様までとなります。 

＊同一商品にお 1 人さまが複数枚のお申し込みをいただいても、１件のお申し込みとなります。 

＊上記①～⑧のうち一つでもご記入の無いお申し込みは、無効となります。 

 

【応 募 先】〒１９２－８５０２ 東京都八王子市旭町１番８号 

        ＪＲ東日本 八王子支社 営業部「中央線開業１２０周年記念キャンペーン」事務局  

【応募期限】2009 年３月１９日の消印まで有効 

【発  表】2009 年３月２５日以降、返信はがきにて当否をお知らせします。 

【Ａコース】 

【Ｂコース】 

中央線 120 周年記念びゅう旅行商品には以下のオリジナルグッズが付きます 

①昼食「中央線 120 周年記念弁当」   ②記念品「特製架線文鎮」 

 
 
 
 
 

（イメージ）                （イメージ） 



【中央線クッキー（左）・記念メダル（右）】 

販売期間：４月６日～（無くなり次第終了。予約はできません。） 

販売価格：クッキー500 円、記念メダル 3 個セット 1,260 円 

販売箇所：新宿～高尾間の中央快速線の各駅（ニューデイズ・キ 

オスク） ※写真はイメージです。 

【中央線 120 周年記念弁当】 

販売期間：４月６日～9 月末 

販売価格：1,200 円 

販売箇所：八王子駅「駅弁屋」・立川駅「穂まれや」・新宿駅「駅 

弁屋（南口）」・新宿駅「日食田中屋（特急ホーム）」 

列車車内販売（スーパーあずさ・あずさ・かいじ） 

内   容：新宿駅で親しまれている「鳥めし」にちなんだ 2 色 

ご飯から 120 周年を祝う「羊羹」まで、中央線をイ 

メージさせる食材（桜の塩漬・ 

山うどなど）を盛り込みまし 

た。 ※写真はイメージです。 

【受け渡し】ご出発の６日前までに返信はがきをご持参の上、ご指定のびゅうプラザにてご旅行に

必要なクーポン券類をお受け取りください。なお、６日前を過ぎてもお引取りがない

場合は、お申し込みは無効となります。 

 

ご旅行パンフレット 

「中央線開業 120 周年記念ツアー」専用パンフレットにてお知らせします。 

《配付箇所》八王子支社管内の主な駅・びゅうプラザ 

《配 付 数》25,000 部 

《配付予定日》3 月 6 日以降順次 

 

 

※5 月以降も「八王子総合訓練センター見学」と「中央線ゆかりの地を巡るツアー」を月 1 回程度

実施する予定です。 

 

５．記念グッズ・商品の販売 

中央線開業 120 周年を記念して、中央線に関連した限定のグッズ・商品を販売します。この時期

にしか手に入らないオリジナルグッズ・お得な商品などをご用意しておりますので、ぜひこの機会に

中央線沿線にお越しください。 

＜商品の一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【中央線電車パン】 

販売期間：４月 11 日（土）～４月 17 日（金） 

 １日限定 20 個（各店舗毎） 

販売価格：200 円 

販売箇所：リトルマーメイド（高円寺店・武蔵境店・国立店） 

※写真はイメージです。 

【トレインフェスタ限定記念商品】 

販売期間：４月６日～５月６日 

販売箇所：エキュート立川 

中央線 120 周年を記念し、電車をモチーフにしたケーキ・T シ

ャツ・メガネなどのトレインフェスタ限定商品を多数取り揃えて

おります。 ※写真はイメージです。 

 



６．中央線開業 120 周年記念ポスター・パンフレット 

 （１）ポスター 

中央線開業１２０周年を迎えるにあたり、中央線最大の特徴でもある 

「真っ直ぐ」な線路をモチーフにし、沿線にお住まいの方々やご利用い 

ただいているお客さまの、未来に向かって中央線を思う「真っ直ぐ」な 

気持ちを表現するために、中央線が彼方まで「真っ直ぐ」に見える場所 

で撮影した写真をベースにしたポスターを掲出します。 

《掲出箇所》首都圏の主な駅 

《掲出予定日》3 月下旬から 

 

（２）パンフレット 

    中央線開業 120 周年を記念し、中央線の歴史・周辺の観光情報・駅 

ショッピング情報などを幅広く掲載したパンフレットを作成し、記念キ 

ャンペーンを盛り上げます。 

《配布箇所》首都圏の主な駅 

《配 布 数》約 40,000 枚 

   《配布予定日》3 月下旬から 

ポスター・パンフレット 

 デザインイメージ 


