２０１０年 6 月 17 日

「さよなら中央線 201 系」キャンペーン＜第 2 弾＞を開催します
1979 年（昭和 54 年）８月２０日、初めて中央線に投入された 201 系電車は、現在残
っている２編成（Ｈ４編成・Ｈ７編成）のうち、１編成（Ｈ４編成）が今年 6 月 20 日に、
残る 1 編成（Ｈ７編成）が今年 10 月に廃車となります。
現在、6 月２０日まで「さよなら中央線 201 系」キャンペーン＜第 1 弾＞を実施してい
ますが、7 月 1 日より引き続き「さよなら中央線 201 系」キャンペーン＜第 2 弾＞を実施
します。
＜第 2 弾＞では、＜第 1 弾＞で好評を博している“さよなら”運転をＨ７編成を使用して
行うとともに、Ｈ７編成が所属している豊田車両センターでの中央線 201 系展示会を開催し
ます。また、Ｈ４編成と同様、Ｈ７編成についても松本までのラストランを行います。
いよいよ最後となった中央線 201 系電車の勇姿をお楽しみください！

中央線「２０１系」電車とは
１９７９年（昭和５４年）に開発された通勤型電車。サイリスタを
使用した電機子チョッパ制御の採用により、電力回生ブレーキを
実現し大幅な省エネルギー化が図られたほか、制御系の無接
点化など、メンテナンスフリーにも大きく貢献した車両です。中央
線には１９７９（昭和５４年）年の試作車が投入されて以降、中央
線の顔として活躍を続けてきました。
１．キャンペーン＜第 2 弾＞期間
2010 年 7 月１日（木）～2010 年１０月３１日（日）
２．「中央線 201 系」びゅう旅行商品の販売
最後の１編成となった中央線 201 系電車（Ｈ7 編成）を使用して旅行商品を販売します。
（１）「中央線 201 系（Ｈ7 編成）さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」
・設定期間：７月２５日（日）日帰り
・募
集：160 名
・食
事：昼食（プレジャーフォレストでのバーベキュー）
・旅行代金：おとな 6,000 円 こども 4,000 円
・内
容：ＪＲ運賃 ＋ 路線バス運賃 ＋ さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト入場券
（食事付き）＋ 記念乗車証
・行
程：以下のとおり
201 系電車

三鷹駅
9:40 頃発

号車指定
定員制

201 系電車
号車指定
定員制

相模湖駅

路線バス

10:30 頃着

豊田駅
17:00 頃着

※時刻は変更することがあります。

～さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト～
さ が み 湖 リ ゾ ー ト プ レ ジ ャ ー フ ォレ ス ト
は、神奈川県相模原市（旧津久井郡相
模湖町）にある自然に親しむことをテー
マとした遊園地。

路線バス
相模湖駅
16:40 頃発

（2）「中央線 201 系（Ｈ7 編成）甲府」
・設定期間：７月２５日（日）日帰り
・募
集：240 名
・食
事：昼食（「さよなら中央線 201 系」特製弁当）
・旅行代金：おとな 8,000 円 こども 5,000 円
・内
容：ＪＲ運賃･料金 ＋ 昼食 ＋ 記念乗車証
・行
程：以下のとおり
201 系電車

三鷹駅
9:40 頃発

号車指定
定員制

甲府駅

自由行動

甲府駅

特急列車

大月駅

201 系電車

普通車指定席
16:00 頃発
または普通車自由席

12:20 頃着

号車指定
定員制

豊田駅
17:00 頃着

※時刻は変更することがあります。
※（1）と（2）は、同じ列車を利用します。（号車は異なります）
（3）「豊田車両センター中央線 201 系展示会」午前コース・午後コース
※201 系電車の運転はありません。
・設定期間：８月２２日（日）日帰り
・募
集：各 300 名
・食
事：なし
・旅行代金：八王子発･立川発 おとな 3,000 円 こども 2,800 円
：甲府発 おとな 8,500 円 こども 5,500 円
・内
容：ＪＲ運賃（甲府発の場合は運賃･料金）＋ 201 系記念グッズ ＋ 記念入場証
・行
程：以下のとおり
甲府駅

特急列車
普通車指定席
または普通車自由席

八王子駅

豊田駅
普通車自由席

徒歩

豊田車両センター 中央線 201 系展示会
・201 系Ｈ7 編成の展示
午前コース 10 時 00 分～11 時 30 分
・201 系クハ 201-1 の展示
午後コース 13 時 30 分～15 時 00 分
・駅長制服を着用した撮影会
※完全入替制となります。
・鉄道グッズの販売
豊田駅
徒歩

普通車自由席

特急列車

八王子駅

甲府駅

普通車指定席
または普通車自由席

※立川駅を発駅とすることもできます
※時刻は変更することがあります。
（4）「中央線 201 系（Ｈ7 編成）初狩スイッチバック体験 ＋ 甲府」
・設定期間：９月２６日（日）日帰り
・募
集：400 名
・食
事：昼食（「さよなら中央線 201 系」特製弁当）
・旅行代金：おとな９,０00 円 こども６,５00 円
・内
容：ＪＲ運賃･料金 ＋ 昼食 ＋ 記念乗車証
・行
程：以下のとおり

三鷹駅

201 系電車
（初狩スイッチバック体験）

9:50 頃発 号車指定

定員制

※時刻は変更することがあります。

甲府駅

特急列車

大月駅

12:20 頃着 普通車指定席 16:00 頃発
または普通車自由席

201 系電車
号車指定
定員制

豊田駅
17:00 頃着

（5）「さよなら中央線 201 系（Ｈ7 編成）ラストラン山梨 そして信州へ」
・設定期間：１０月１７日（日）日帰り
・募
集：400 名
・食
事：昼食（「さよなら中央線 201 系」特製弁当）
・旅行代金：豊田駅発 おとな 15,000 円 こども 11,000 円
：甲府駅発 おとな 12,000 円 こども 9,500 円
・内
容：ＪＲ運賃･料金 ＋ 昼食 ＋ 記念乗車証 ＋ 201 系記念グッズ（201 系方向幕）
・行
程：以下のとおり
中央線 201 系電車ラストラン
甲府駅

豊田駅
10：15 頃発

号車指定
定員制

松本駅

松本駅

12：30 頃発

特急列車
普通車指定席
または普通車自由席

松本市内：自由行動

14:30 頃着

甲府駅

特急列車
普通車指定席
または普通車自由席

八王子駅

普通列車

豊田駅

普通車自由席

松本駅までのラストランを終えた中央線 201 系Ｈ７編成は
その後、廃車となります。

※時刻は変更することがあります。
３．びゅう旅行商品のお申し込み方法
この旅行商品の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、ご応募ください。抽選の当否は返信はがきにてお知らせします。なお、商品の出発日に
より募集の開始日･締切日が異なりますので、下記の【募集期間】をご参照ください。
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（２～４
名まで、おとな･こどもの内訳をご記入下さい）、⑦旅行商品名（１商品のみ）
（※）及び出
発日、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店舗選択し、ご
記入ください。）
（※）
・８月２２日の「豊田車両センター中央線 201 系展示会」のコースについては、午前コ
ースまたは午後コース、及び発駅（甲府駅または八王子駅または立川駅）のご記入をお
願いします。なお、全員が同じ駅からの乗車となります。（2 名でお申し込みの場合、
1 名は八王子駅、1 名は甲府駅からの乗車、というお申し込みはできません。）
・１０月１７日の「さよなら中央線 201 系（Ｈ7 編成）ラストラン山梨 そして信州へ」
のコースについては、発駅（豊田駅または甲府駅）のご記入をお願いします。なお、全
員が同じ駅からの乗車となります。（2 名でお申し込みの場合、1 名は豊田駅、1 名は
甲府駅からの乗車、というお申し込みはできません。）
＊２名さまからお申し込みください（幼児は含みません）。
＊お申し込みは、はがき１枚で１商品４名さままでとなります。
＊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。
（商品名と出発日の記入のないはがきが増えていますので、全項目必ずご記入ください。）
＊返信はがきにも必ず住所・氏名をご記入ください。
＊応募に際しての個人情報は本件に関する連絡にのみ使用します。
【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「さよなら中央線 201 系」事務局

【募集期間】
（１）７月２５日（日）出発
「中央線 201 系（Ｈ７編成）さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」
募集開始日 ６月１８日（金）
募集締切日 ６月２５日（金）消印有効
（２）７月２５日（日）出発
「中央線 201 系（Ｈ７編成）甲府」
募集開始日 ６月１８日（金）
募集締切日 ６月２５日（金）消印有効
（３）８月２２日（日）出発
「豊田車両センター中央線 201 系展示会」午前コース・午後コース
募集開始日 ７月 １日（木）
募集締切日 ７月２２日（木）消印有効
（４）9 月２6 日（日）出発
「中央線 201 系（Ｈ7 編成）初狩スイッチバック体験 ＋ 甲府」
募集開始日 8 月 2 日（月）
募集締切日 8 月２6 日（木）消印有効
（５）１０月１７日（日）出発
「さよなら中央線 201 系（Ｈ７編成）ラストラン山梨 そして信州へ」
募集開始日 ９月 １日（水）
募集締切日 ９月１７日（金）消印有効
【発

表】
各商品の締め切り後に抽選を行い、概ね 10 日程度で返信はがきにて当否をお知らせし
ます。（はがきが多数の場合、返信が遅れることがありますのでご了承ください）
なお、当選された方につきましては、当選の返信はがきをご持参の上、返信はがきに記
載された日までにご指定のびゅうプラザにて旅行代金をお支払いいただき、旅行クーポン
券類をお受け取りください。

※旅行内容の詳細につきましては、
「 ＪＲ東日本 八王子支社」のホームページをご覧ください。
ＪＲ東日本 八王子支社 ホームページ http://www.jreast.co.jp/hachioji/

４．その他のイベント
◆エキュート立川トレインフェスタ「Ｇood-bye 中央線 201 系」
立川駅構内「エキュート立川」では、８月２日（月）～８月３１日（火）
まで、エキュート立川トレインフェスタ「Ｇood-bye 中央線 201 系」を
開催します。エキュート立川内でのスタンプラリーや駅長服での撮影会な
ど、お子さまも楽しめるイベントが盛りだくさんです。また、期間限定の
記念商品も販売します。
◆その他にも、キャンペーンを盛り上げる様々なイベントを計画しています。
※詳しくは、決まり次第お知らせします。

「トレインフェスタ」
メインビジュアル
（イメージ）

