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特急「あずさ」号運行開始 50 周年を記念した 

イベントの実施と商品の発売について 
 

1966 年 12 月 12 日に中央本線新宿駅～松本駅間で運転を開始した特急「あずさ」号が、今年

で運行開始から50 周年を迎えます。 

JR 東日本では、半世紀のご愛顧に感謝し、これからも「あずさ」号などの中央線特急列車に親し

んでいただけるよう、立川駅などで50 周年を記念した各種イベントを開催するとともに、駅構内等

で記念商品の発売を行います。 

 

 

１ 宣伝展開 

（１）記念ロゴ 

50 周年を記念したロゴを作り、記念商品や宣伝物等に使用します。 

   

 

 

 

 

 

 

（２）記念シールの配布 

50 年間のあずさ号へのご愛顧に感謝して、各種イベント等において「あ

りがとう。特急「あずさ」は50 周年記念シール」を配布します。（なく

なり次第、配布を終了します。） 

 

（３）ポスター・パンフレット 

沿線エリアのおすすめスポットや観光素材を紹介するポスター・パンフレットを制作し、9 月下旬よ

り首都圏の各駅で掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   ポスター(イメージ)                                 パンフレット(イメージ) 

 

記念シール(イメージ) 



 

（４）LINE 
  公式アカウント「モモずきんとめぐる山梨」にて、50 周年記念スタンプ

や山梨県の観光おすすめ情報を配信します。 

 

 
２ 特急「あずさ」50 周年記念スタンプラリー 

50 年の歴史を運び続けた「あずさ」号で、東京、山梨、長野を訪れていただき、沿線の魅力を味わ
っていただくために、特急「あずさ」50 周年記念スタンプラリーを実施します。 
期  間：10 月15 日（土）～12 月20 日（火） 
参加方法：中央線の以下の駅に設置された専用スタンプを、首都圏、山梨、長野の各エリアごとに一

つずつ専用台紙に集め、郵送で応募いただきます。 
応募いただいた方の中から、抽選で50 名さまに「あずさ50 周年オリジナルSuica パス
ケース」、100 名さまに「あずさ50 周年オリジナルマグカップ」をプレゼント。 

スタンプ設置駅： 
首都圏エリア … 新宿駅、立川駅、八王子駅 
山梨エリア  … 甲府駅、韮崎駅、小淵沢駅 
長野エリア  … 茅野駅、上諏訪駅、下諏訪駅、岡谷駅、塩尻駅、松本駅 

 
3 ファミリー向けイベント 
  あずさ号運行開始50 周年を記念して作成したプラレール中央線ジオラマを展示します。 
（１）八王子駅 

 場所：セレオ八王子 北館2F イベントスペース 
期間：10 月4 日（火）～10 月10 日（月・祝） 

  時刻：10 時00 分～21 時00 分 

 

（２）甲府駅 
 場所：甲府駅北口イベントスペース（クリスタルアース） 

期間：12 月3 日（土） 
  時刻：10 時00 分～16 時00 分 

 

 
４ 観光PR イベント 
  中央線の駅で「山梨・長野」の魅力を発信する観光PR イベントを実施します。 
（１）立川駅 

① 駅イベント「たちかわ駅フェス」 
実施日：10 月15 日（土）～16 日（日） 
駅コンコースやホームで停車している特急車両において、沿線自治体による観光 PR キャラバ
ンや、JR 社員によるおもてなしを実施します。 
A 観光キャラバン・・・コンコース自由通路11 時～15 時 

（配布物等がなくなり次第終了となります） 
＜参加団体＞ 

・沿線自治体 
（山梨県）甲府市・韮崎市・北杜市（15 日）・やまなし観光推進機構（15 日・16 日） 

     （長野県）茅野市・諏訪市・塩尻市等（１６日） 
・「住みます芸人」 

ポスター・パンフレット等での宣伝展開で登場する「住みます芸人」
のうち、山梨県の住みます芸人「ぴっかり高木といしいそうたろう」
（15 日・16 日） 
 

 
 
 
 

・沿線大学生 
甲府市の地域活性化に取り組む四菱まちづくり総合研究室（山梨県立大学）の皆さま（1 

   ６日） 

（参考）「住みます芸人」とは… 

吉本興業が 2011 年 4 月から始めた、地域の活性化や地域の情報発信を目的とした「あなたの街に住みますプロ

ジェクト」で、全国47都道府県に「住みます芸人」を居住させ、笑いの力により地域活性化に貢献している。 

LINEスタンプ例(イメージ) 

 © TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

ジオラマ(イメージ) 

山梨県住みます芸人 



 

B びゅうプラザ前イベント・・・びゅうプラザ前 
・子ども駅長制服撮影会 11 時～12 時、14 時～15 時（カメラはご持参ください） 
・JR 山梨キャラクター「モモずきん」撮影会（カメラはご持参ください） 
・ぬり絵コーナー 10 時～16 時 
・中央線にまつわる思い出展示コーナー 

 
C 特急車両イベント・・・立川駅2 番線 

・特急車両を展示します。ご自由にご見学ください。 
15 日：12 時30 分頃～14 時頃 

E257 系1 編成（現在の特急「あずさ」「かいじ」号に使用している車両です。） 
16 日：11 時30 分頃～14 時頃 

189 系1 編成（かつて特急「あずさ」「かいじ」号として活躍した懐かしの車両です。） 
・車内において、沿線の観光PR として、ポスターやパンフレットを掲出するほか、16 日は

四菱まちづくり総合研究室（山梨県立大学）の皆さまが地域の魅力を紹介します。 
※特急車両イベントの見学で改札内に入場する場合は、 

入場券が必要となります。 
※都合により、予告なく展示車両や展示時刻が変更、 

また展示を中止する場合があります。 

※混雑により、見学をお待ちいただく場合があります。 

 

② 物産展等 

立川駅ビル 3 館（グランデュオ立川、エキュート立川、ルミネ立川）では、山梨・長野の特産品

等の販売を行います。 

「グランデュオ立川」・・・ 10 月7 日（金）～10 日（月・祝） 

「エキュート立川」 ・・・ 10 月1 日（土）～16 日（日） 

「ルミネ立川」     ・・・ 10 月8 日（土）～10 日（月・祝） 

※詳しくは「たちかわ駅フェス」のポスター、リーフレットでご確認ください。 

※各駅ビルの営業時間等は、各駅ビルホームページまたは「駅パラ」でご確認ください。 

 

５ 記念商品の発売 

  中央線の駅やあずさ 50 周年各種イベントで、記念商品を発売します。（イベントにより販売内容は

異なります。） 

（１）弁当 

山梨県産信玄どりを甲州味噌味で味付けした唐揚げと、チキン弁当の唐揚げの 2 つの味がお楽しみ

頂けるお弁当 
  商 品 名：「～あずさ50 周年記念～ 信玄どりとチキン弁当」 
  価 格：950 円（税込） 
  期  間：10 月1 日～（なくなり次第終了） 
  発売箇所：東京・新宿・八王子・甲府各駅の弁当売店 

エキュート立川（※10 月1 日（土）～16 日（日）限定発売） 
セレオ八王子（※10 月4 日（火）～10 日（月・祝）限定発売）     

       グランデュオ立川（※10 月14 日（金）～16 日（日）限定発売） 
  

お弁当箱は181 系「あずさ」をイメージし、ブランド牛など山梨県と長野県の食材を使ったお弁当 
  商 品 名：「特急あずさ誕生50 周年記念弁当」 
  価 格：1,300 円（税込） 
  期  間：10 月1 日～（なくなり次第終了） 
  発売箇所：新宿・甲府・小淵沢・茅野・上諏訪・下諏訪 

岡谷・塩尻・松本各駅の弁当売店等 
大月駅 NewDaysKIOSK 
セレオ八王子（※10 月4 日（火）～10 日（月・祝）限定発売） 
グランデュオ立川（※10 月14 日（金）～16 日（日）限定発売） 

 

（商品イメージ） 

（商品イメージ） 

E257系（イメージ） 189系（イメージ） 



 

 

（２）「ぶどう」、「もも」果汁入り飲料 

新鮮な山梨産の「ぶどう」、「もも」を搾った果汁をそのまま使用。果物の味と香りが、

そのまま生きている果汁入り飲料 

商 品 名：特急あずさ50 周年記念飲料（ぶどう味・もも味） 

  価 格：各160 円（税込） 

  期  間：10 月1 日～（なくなり次第終了） 

  発売箇所：吉祥寺～甲府駅間のNewDays、NewDaysKIOSK、KIOSK（一部取扱いの無い店舗有り）   

          グランデュオ立川（※10 月14 日（金）～16 日（日）限定発売） 

（３）パン 

 電車の形をしたパンで、味はプレーン、チョコ、いちご味の３種類。 

  商 品 名：「電車パン（あずさBOXver）」 

  価 格：各500 円（税込） 

  期  間：10 月1 日～（なくなり次第終了） 

 発売箇所：nonowa 国立 LES TROIS ROTONDES（レ・トロワ・ロトンド） 

セレオ八王子（※10 月4 日（火）～10 日（月・祝）限定発売） 

         グランデュオ立川（※10 月14 日（金）～16 日（日）限定発売） 

 

（４）グッズ 

50 周年を記念した各種グッズ 

商品と価格 

① 「特急あずさ50 周年記念ボールペン」 全5 種類（インク黒のみ）        432 円（税込） 

② 「特急あずさ50 周年クリアファイル」                   324 円（税込） 

③ 「特急あずさ50 周年ミニタオル」                    540 円（税込） 

④ 「特急あずさ50周年記念オリジナルフールセック」           1,296円（税込） 

 

 

 

 

 
               

  ※「オリジナルフールセック」 クッキーの詰め合わせで、189 系、Ｅ257 系、Ｅ351 系 3 種を

外箱のデザインに取り入れたもの 

期  間：10 月1 日～（なくなり次第終了） 

  発売箇所：東京～松本駅間のNewDays、NewDaysKIOSK、KIOSK（一部取扱いの無い店舗有り）   

  グランデュオ立川（※10 月14 日（金）～16 日（日）限定発売） 

※発売箇所によっては一部取扱いの無い商品があります。 

 

６ その他 

その他のイベントや記念商品の発売箇所に関する情報ついては、決まり次第、八王子支社ホームペー

ジ等でお知らせいたします。 

 

①「ボールペン」 ②「クリアファイル」 ③「ミニタオル」 ④「オリジナルフールセック」  

（商品イメージ） 

（商品イメージ） 

（商品イメージ） 


