
 

 

 

 

 

２００９年 6 月 24 日 

 

 「中央線開業１２０周年記念キャンペーン」第 2 弾！ 

 ～8 月 11 日に立川～八王子間が開業 120 周年を迎えます～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．キャンペーン期間  

２００９年４月１１日（土）～１２月３１日（木） 

 

２．記念ヘッドマーク 

中央線開業１２０周年記念ヘッドマークを E233 系車両２編成に 

取り付けて、主に東京～高尾間で運転します。 

《期間》 ２００９年８月１１日（火）～１２月２５日（金） 

 

３．キャンペーンを盛り上げるイベント 

 （１）立川～八王子間開業記念セレモニー 

 中央線立川～八王子間の開業日にあたる 8 月 11 日（火）に、八王子駅において八王子市長 

を 1 日駅長とした記念セレモニーを自治体や地元の皆様と共同で行います。 

 

《第 1 部》 

オープニング「八王子駅開業 120 周年記念列車出発式」（八王子駅３番線ホーム） 

【8 時 55 分～9 時 26 分】 

団体臨時列車「なごみ」の出発に合わせてセレモニーを行います。 

①八王子市長への「八王子駅１日駅長」委嘱式  

②来賓挨拶 

③運転士・車掌への花束贈呈 

④テープカット 

《参加者》八王子市長、八王子商工会議所会頭、八王子観光協会会長、 

     JR 東日本 八王子支社長、八王子駅長 

⑤出発合図  八王子市長（1 日駅長）、八王子駅長 

 

 

 

 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、8 月 11 日（火）の八王子駅開業 120 周年記念イベントをメインとした「中央

線開業 120 周年記念キャンペーン」 第 2 弾を開催します。 

 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イベントや記念旅行商品の発売、記念グッズの販売等を実施します。

記念ヘッドマーク イメージ 

Ｅ６５５系「なごみ」 



 

《第２部》 

八王子駅イベント【10 時 00 分～】 

 八王子駅自由通路、駅ビル内特設会場などで様々なイベントを行います。 

※天候その他の理由により時刻や場所の変更、または中止となる場合があります。 

①ミニＳＬ乗車会 

《場所》八王子駅「八王子ナウ」屋上 

《時間》10 時 00 分～14 時 00 分 

《対象》小学生以下  

②臨時売店での限定商品の販売 

《場所》八王子駅自由通路 

《時間》11 時 00 分～17 時 00 分 

         なお、8 月 10 日（月）も販売します。 

     《内容》鉄道グッズ（限定ストラップ等）の販売 

    ③特急「成田エクスプレス」新型車両（E２５９系）の展示 

     《場所》八王子駅３番線ホーム 

     《時間》10 時 31 分～11 時 12 分 

     ※車内へ入ることはできません。 

     ※展示をご覧になるには、入場券または有効な乗車券類が必要です。 

 

 

（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、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 

展を開催しています。（中央線共通の写真２０枚・各駅オリジナルの写 

真１０枚、合計３０枚の写真を展示） 

  《開催時期および場所》 

     7 月：国分寺駅  8 月：八王子駅 

国分寺駅では、国分寺に秘密基地がある設定で、 

大人から子供まで幅広い人気のテレビアニメ 

シリーズ「ヤッターマン」のパネルも登場します。   

    

 

 

 （３）八王子駅記念入場券の発売 

    八王子駅開業 120 周年を記念し、特製の台紙をセットに  

した記念入場券を発売します。 

    《場所》八王子駅自由通路特設会場 

    《日時》８月 11 日（火）7 時 00 分～（無くなり次第終了） 

    《枚数》2,000 セット（お１人さま 5 セットまで） 

《内容》大人・小人の入場券がセットになり、記念台紙つきで 190 円（お支払いは現金のみ） 

 

 

（４）駅ビルでの主なイベント 

キャンペーン開催に伴い、中央線の主な駅ビルで各種イベントを実施します。 

◎７月１０日（金）～７月１６日（木）【国分寺駅「国分寺エル」】 

    「国分寺エル」内の新星堂、ロフト、紀伊国屋などで、鉄道関連グッズを販売します。 

 

ミニＳＬ イメージ

パネル展写真 イメージ 

記念入場券 イメージ 

特急「成田エクスプレス」 

新型車両（Ｅ２５９系） 



Ｅ６５５系「なごみ」 

◎８月７日（金）～８月１６日（日）【八王子駅「八王子ナウ」＆「そごう八王子店」】 

     ①『中央線開業 120 周年記念「WE  LOVE 八王子」八王子ナウ＆そごうスタンプラリー』 

    八王子ナウ・そごう八王子店全ショップにおいて、１回のお買上げ 

    １,０００円以上（税込）で応募用紙に１個のスタンプを押印し、３

個集めて応募された方に、抽選で記念グッズをプレゼントします。 

      A 賞 日帰り旅行商品 

     B 賞 中央線開業 120 周年記念ネクタイ 

  この他、記念グッズやポストカードをプレゼント  

 ※プレゼントの当選は、後日発送をもってかえさせていただきます。 

 ※詳細につきましては、当日配布の応募用紙等をご覧ください。 

     ②その他、記念ネクタイ、ケーキ等の販売もあります。 

 

※６月 24 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．記念旅行商品 

（１）大人の休日倶楽部会員限定「なごみ」で行く！八王子駅開業１２０周年記念列車の旅 

    八王子駅開業１２０周年を記念し、ハイグレード列車「なごみ」を使用した旅行商品を発売。 

出発式により見送られ、重厚感あふれる外観と最新の技術を駆使した乗り心地をお楽しみください。 

   ※記念列車オリジナルお土産・記念乗車証付き 

①日 程：2009 年 8 月 11 日（火） 

②旅行代金：7,500 円 

③募集人員：100 名 

④発売対象：「大人の休日倶楽部」会員限定 

⑤発売箇所：「大人の休日倶楽部」予約センターのみ 

⑥使用車両：E655 系「なごみ（和）」5 両 

⑦発売開始日：7 月 1 日（水） 

    ⑧行 程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行       程 食事

日 

帰 

り 

 

八王子駅                   

  

 新宿駅                              

 

 

                        

 

 

なし

 

 

 

※ご旅行についての詳しい内容は、7 月上旬に八王子支社管内の主な駅・びゅうプラザで配布する

パンフレットをご覧下さい。 

≪旅行代金に含まれるもの≫ ・JR 運賃・料金   ・記念列車オリジナルお土産、記念乗車証付

（9:26 頃発） 

（E655 系ハイグレード車両「なごみ(和)」・グリーン車指定席） 

（10:13 頃着） 

※2009 年 7 月 3 日（金）までの期間中、びゅうプラザ（旅行カウンター）でも「大人の休日倶楽

部」入会申込受付を実施中。 

※「大人の休日倶楽部」へのご入会には、JR 東日本の主な駅等にあります「入会申込書」に必要

事項をご記入の上、申込書に付いている返信用封筒に必要書類を入れて、ポストに投函してくだ

さい。なお、入会手続きには約 3 週間かかります。「大人の休日倶楽部」の詳しい内容について

は、JR 東日本の主な駅等にありますパンフレットをご覧下さい。 

記念ケーキ イメージ 



「四季彩
し き さ い

」号とは 
 
「四季彩」号は、青梅線沿線の観光を多くのお客さまに楽しんで 

いただくために、主に中央線や青梅線などで通勤型電車として活 

躍していた２０１系車両（当時:豊田電車区、現:豊田車両センター 

所属）の４両１編成を展望型電車に改造したもので、２００１年 

より主に休日の青梅～奥多摩間で運転している他、イベント列車 

として、河口湖や南武線川崎方面などへも運転していました。 
 

車両のデザインは、「四季彩」の愛称どおり、全４両を１両ずつ、   

青梅線沿線の四季折々の魅力をイメージして、春は「桜」、夏は      

「レンゲショウマ」、秋は「紅葉」、冬は「雪」とし、車両全体を 

ラッピングデザインしました。なお、現在のラッピングは 2005   

年６月にリニューアルしたものです。 
 

また、奥多摩寄りの４号車車内は多摩川の渓谷を楽しめるよう 

にすべての座席を川側に向け、１～３号車車内は川側にボックス 

シートを設置、窓も川側が２枚窓から１枚の大型窓に変更して、 

青梅線沿線の自然を車窓から楽しんでいただけるようにしました。 

（２）「さよなら四季彩号」で行く!! 特別ツアー 

  主に青梅線などで活躍している展望型電車｢四季彩｣号（201 系）が 2009 年 7 月で営業運転を

終えることになりました。 

  ぜひ、この機会に「四季彩」号の最後の運転を記念したご旅行をお楽しみください。   

 

１．笹子トンネル「近代化産業遺産認定ツアー」 ※募集は終了しております。 

①日 程：２００９年 7 月 4 日（土）・5 日（日） 

②旅行代金：5,000 円（こども 3,000 円） 

③内 容：ＪＲ運賃＋「さよなら四季彩号」特製弁当＋記念乗車証 

④募集人員：各日 100 名 

⑤行 程：三鷹駅～笹子駅～笹子トンネル見学～酒遊館見学～笹子駅～勝沼ぶどう郷駅～ 

旧勝沼駅見学～大日影トンネル･ワインカーヴ散策～勝沼ぶどう郷駅～大月駅～ 

三鷹駅（日帰り） 

 

２．青梅散策ツアー 

①日 程：２００９年 7 月 11 日（土）・12 日（日） 

②旅行代金：2,400 円（こども 2,000 円） 

③内 容：ＪＲ運賃＋「さよなら四季彩号」特製弁当＋記念乗車証 

④募集人員：各日 150 名 

⑤行 程：立川駅～青梅駅～青梅鉄道公園見学･レトロ三館めぐり等～青梅駅～立川駅（日帰り） 

 

３．「四季彩号」ラストラン 奥多摩ツアー 

①日 程：２００９年 7 月 18 日（土）・19 日（日）・20 日（祝･月） 

②旅行代金：3,000 円（こども 2,300 円） 

③内 容：ＪＲ運賃＋「さよなら四季彩号」特製弁当＋記念乗車証 

④募集人員：各日 150 名 

⑤行 程：立川駅～奥多摩駅～車両写真撮影など～（7/20 のみ「さよならセレモニー」等） 

～奥多摩駅～立川駅（日帰り） 

※詳しくは、2009 年 6 月 11 日発表のプレスリリースをご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「四季彩」号 １～３号車車内

「四季彩」号（現在のラッピング）
  座席定員：201 名（４両編成）



運転シミュレーター イメージ

中央線ゆかりの地を巡るツアーには、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） 

（３）「八王子駅開業１２０周年記念号」で行く日光散策 

    八王子駅開業１２０周年を記念し、八王子市と姉妹都市である「日光市」へ向けた団体列車を

記念ヘッドマークを付けて運転します。 

①日 程：２００９年８月２９日（土） 

②旅行代金：5,000 円（こども 3,200 円） 

③募集人員：330 名 

④使用車両：１８３系（特急型電車）６両 

 ⑤発売箇所：八王子支社管内の びゅうプラザ 

⑥発売開始日：7 月上旬 

    ⑦行 程： 

 

※詳しくは、7 月上旬に八王子支社管内の主な駅･びゅうプラザで配布するパンフレットをご覧下さい。 

    

 

 

（４）中央線ゆかりの地を巡るツアー「八王子総合訓練センターと廃線跡散策」の旅  

    中央線開業 120 周年を迎え、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廃線跡の見学をあわせた「参

加･体験型」のびゅう旅行商品を発売します。 

①日 程：2009 年 9 月 26 日（土） 

②募集人員：64 名（1 組 32 名の 2 組） 

③申込方法：往復はがきでご応募いただき、抽選を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、8 月上旬頃に「ＪＲ東日本 八王子支社」ホームページ上でお知らせいたします。 

「ＪＲ東日本 八王子支社」ホームページ http://www.jreast.co.jp/hachioji/ 

 

行       程 食事

日 

帰 

り 

 

八王子駅                   

  

  日光駅 

                              

 

日光駅  

 

       八王子駅 

                           

 

 

なし

 

 

 

１８３系車両 イメージ 

≪旅行代金に含まれるもの≫ ・往復の JR 運賃・料金   ・オリジナル記念キーホルダー付き 

（8:13 頃発） 
（「八王子駅開業１２０周年記念号」普通車指定席） 

（12:08 頃着） 

（「八王子駅開業１２０周年記念号」普通車指定席） 

（16:20 頃発） 

（20:49 頃着） 



【中央線開業 120 周年記念  

           電車箱菓子、記念メダル】 

販売期間：８月 10 日（月）～ 

（無くなり次第終了。予約はできません。） 

販売価格：電車箱菓子（E233 系・E257 系）各 500 円 

     記念メダル１個セット       1,800 円 

販売箇所：中央線快速電車の停車駅（新宿～高尾間）の 

     ニューデイズ・キオスク 

【中央線開業 120 周年記念弁当】  

ご好評につき、記念弁当の販売期間を延長します。 

販売期間：12 月 31 日まで延長 

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・山うど等）を盛り込みま

した。  

 

 

 

 

※食材が変更になる場合があります。 

※写真はイメージです。 

【中央線開業 120 周年記念ストラップ】 

販売期間：８月 10 日（月）～ 

    （無くなり次第終了。予約はできません。） 

販売価格：201 系・E233 系 各 700 円 

販売箇所：中央線快速電車の停車駅（新宿～高尾間）の 

ニューデイズ・キオスク ※写真はイメージです 

【中央線開業 120 周年記念おこわおにぎり】 

ご好評につき、追加販売します。 

販売期間：７月２８日～８月１７日 

販売価格：120 円 

販売箇所：中央線快速電車の停車駅（新宿～高尾間） 

     のニューデイズ・キオスク ※写真はイメージです。 

５．記念グッズの販売など 

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を販売しますので、ぜひこの機会

に中央線沿線にお越しください。 

 

＜商品等一覧＞ 

    

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央線開業 120 周年記念コースター（プレゼント）】

販売期間：8 月 10 日（月）～（無くなり次第終了） 

販売箇所：八王子駅「黒酢バー」・西荻窪駅「サンピエロ」※ 

内  容：①期間中に上記箇所にて飲料等を購入された方に、記

念コースターをプレゼント 

②大人気の「昔懐かし食堂車」シリーズ３個セットを

購入された方に記念コースターをプレゼント 

※②は西荻窪駅「サンピエロ」のみ 

となります。 

※写真はイメージです。 

 

※写真はイメージです。 

※電車箱菓子の写真は、4 月に完売した 201 系のものです。


