２０１２年 ９月 ７日
ＪＲ東 日 本 長 野 支 社

長野新幹線は、１９９７年（平成９年）１０月１日に開業し、今年で１５周年を迎えます。これ
までのお客さまのご利用に感謝を申し上げるとともに、これを記念した団体臨時列車の運転やさま
ざまなイベントの開催、おトクな限定商品の販売等を行います。ぜひ長野新幹線をご利用いただき
お出かけください。

１ Ｓｕｉｃａペンギンのラッピング新幹線を運行します。
長野新幹線１５周年に合わせて、ＪＲ東日本のＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」のキャラクターである「Ｓｕｉｃａペンギン」と
沿線各地の観光素材をモチーフにしたラッピングを行います。
＇１（ 運転期間
１０月上旬～１２月下旬
＇２（ 対象列車
長野新幹線Ｅ２系車両４編成
＇３（ デザインイメージと主なモチーフ

＜白馬ジャンプ台＞
＜真田幸村＞

＜信州そば＞
＜りんご＞

＜地獄谷温泉＞

２ 「あさま１５周年記念号」を運転します。
１０月６日＇土（に開業記念団体専用列車「あさま１５周年記念号」を Suica ペンギンのラッピング車両※で運転
します。
＇１（ 運転日
１０月６日＇土（
＇２（ 運転時刻＇往路（
長野駅＇８：０７発（＝上田駅＇８：２０発（＝佐久平駅＇８：３１発（＝軽井沢駅＇８：４１発（＝東京駅＇９：４８着（
＇３（ 旅行商品
「あさま１５周年記念号で行くＴＹＯ大作戦」
①日帰り東京ディズニーリゾートへの旅
往復の新幹線とイクスピアリお買い物券引換クーポン＇５００円分（、東京ディズニーリゾート・パークチケッ
ト入場予約券＇１デーパスポート（がセットになったコース
長野駅発着 大人お一人様 １３，９００円
②日帰り鉄道博物館への旅
往復の新幹線と埼玉新都市交通ニューシャトル乗車券＇大宮駅⇔鉄道博物館駅の往復（、鉄道博物館入
館引換券、エキュート大宮利用券＇１,０５０円分（がセットになったコース
長野駅発着 大人お一人様 ８，２００円
③日帰り黒塀横丁・キッチンストリート・北町ほろよい通り
往復の新幹線と黒塀横丁・キッチンストリート・北町ほろよい通り利用券＇２,０００円分（がセットになったコ
ース
長野駅発着 大人お一人様 ９，５００円
④日帰りアトレ上野・アトレ秋葉原ショッピング
往復の新幹線とアトレ上野・アトレ秋葉原１・２お買い物券＇２,０００円分（がセットになったコース
長野駅発着 大人お一人様 ９，５００円
設定駅：長野駅、上田駅、佐久平駅、軽井沢駅、飯山駅
発売箇所：長野県内のＪＲ東日本の主な駅・びゅうプラザ
詳細は専用パンフレットをご覧ください。
※都合により Suica ペンギンのラッピング車両で運転しない場合もあります。

３ 出発式を開催します。
「あさま１５周年記念号」の出発式を長野駅において開催します。
＇１（日時
１０月６日＇土（ ７：４０頃～
＇２（場所
長野新幹線１３・１４番線ホーム東京駅寄り
＇３（内容
主催者あいさつ、来賓あいさつ、くす玉開花、出発合図、
長野県観光 PR キャラクターアルクマ Suica ペンギン登場、
ＦＭ長野でリスナーから募集した「夢の新幹線」メッセージ大賞紹介
http://www.fmnagano.co.jp/whatfmn/index.html

４ えきねっと「お先にトクだ値スペシャル」発売中！
長野新幹線「あさま」に列車・区間・席数限定で「お先にトクだ値スペシャル」発売中！
「えきねっと」の会員登録をしていただき、インターネットでご予約いただくとお買い求め
いただけるきっぷで、長野駅～安中榛名駅⇔大宮駅～東京駅の長野新幹線が期間限
定で５０％割引となり大変おトクです。
＇１（利用期間
１０月１日＇月（～３１日＇水（
＇２（発売期間
ご乗車日の１ヶ月前の午前１０時から１３日前の午前１時４０分まで
＇３（割引率
運賃と料金＇普通車指定席（が５０％割引
※ 列車・席数・区間 に限りがあります。
※ 「お先にトクだ値スペシャル」のお申込みにはえきねっと会員登録＇無料（が必要です。
※ 詳細はえきねっとホームページ＇http://jreast.eki-net.com/tokudane/（または専用パンフレットをご
覧ください。
５ おトクな旅行商品発売中！
新幹線利用のびゅう旅行商品「あさま de 東京スペシャル」を記念価格でご用意しました。
◆出発日：２０１２年１０月１日＇月（～１１月４日＇日（
往路 あさま５０６・５１０・５１２・５１４・５１６・５１８号
復路 あさま５３３・５３７・５４５・５４７・５５１・５５３号
※あさま 551 号は、土・休日のみご利用いただけます。

○宿泊コース ＇２名様以上でお申込みください（
※食事は付いておりません

【旅行代金】おとな＇こども（１名様
長野駅発着・・平休日 15,000＇11,500（円
休前日 18,500＇15,000（円
○日帰りコース ＇２名様以上でお申込みください（
※コースにより異なります

【設定コース】下記５コースからお選びいただけます。
■サンシャイン水族館入場券付 ■エキュート東京・品川・上野利用券付
■ホテルメトロポリタン・メトロポリタンエドモントでのランチ
■新宿プリンスホテルでのランチ ■鉄道博物館への旅
【旅行代金】おとな＇こども（1 名様
長野駅発着・・鉄道博物館への旅 全日 9,000＇5,000（円
その他コース共通
全日 10,000＇6,000（円
※詳細は、専用パンフレットをご覧ください。

６ 長野新幹線開業１５周年記念入場券を発売します。
長野新幹線開業１５周年を記念し、長野駅から安中榛名駅までの長野新幹線５駅の硬券入場券＇１０月１日
の日付（をセットにして発売いたします。
＇１（発売日時
１０月１日＇月（ ９：００～＇売切れ次第発売終了（
＇２（発売箇所
長野駅、上田駅、佐久平駅、軽井沢駅、安中榛名駅
＇３（発売数
計２,０００セット＇お一人様５セットまで（
＇４（発売価格
７００円
＜台紙＇イメージ（＞
※郵送でのお申込みは受付いたしません。

＜台紙イメージ＞

７ 長野新幹線開業１５周年を記念し限定商品等を販売します。
＇１（信州・長野の顔となる、新たな駅弁を開発いたします。信州産食材をふんだんに使用した駅弁、
地元老舗店舗とのコラボレーション駅弁をご用意いたします。※
＜販売期間＞１０月６日＇土（～
＜販売箇所＞長野駅構内弁当売店、長野新幹線車内販売
※現在開発中のため、販売期間や箇所など詳細は変更となる場合がございます。
＇２（「株式会社八幡屋礒五郎」とのコラボレーションにより製作した「丂味ストラップ」を
販売します。
＜販売期間＞９月１５日＇土（～
＜価格＞８４０円
＜販売箇所＞長野支社管内「NEWDAYS」など駅構内店舗、「ホテルメトロポリタン長野」

＜七味ストラップ＞

＇３（長野県観光 PR キャラクター「アルクマ」とコラボレーションした商品を販売します。
＜商品内容＞①カレンダー ②文房具＇メモ帳・ボールペンなど（各種
＜販売期間＞①１０月１日＇月（～ ②９月２９日＇土（～
＜価格＞①８００円 ②２７０円～
＜販売箇所＞①長野支社管内２９駅窓口 ②長野支社管内「NEWDAYS」各店舗
＇４（信州・長野の土産品として人気の商品に、期間限定で「長野新幹線１５周年記念シール」 ＜カレンダーイメージ＞
を貼付して販売します。
＜販売期間＞９月１５日＇土（～
＜販売箇所＞長野支社管内「NEWDAYS」
＇５（長野新幹線開業１５周年を記念した限定のおにぎり・サンドイッチを販売します。
＜販売期間＞１０月・１１月の２ヶ月間
＜販売箇所＞長野支社管内新幹線各駅「NEWDAYS」
＇６（「ホテルメトロポリタン長野」では、軽井沢～長野間の沿線食材を使用した
限定ディナーメニューをホテル内各レストランにて提供します。
＜販売期間＞１０月１日＇月（～

＜ディナーコースイメージ＞

８ 長野新幹線開業１５周年を記念し、新幹線各駅で「駅からハイキング」を開催します。
＇１（ 長野駅
善光寺丂福神と歴史・文化を巟るウォーキング＇１０月１日～１１月３０日・期間設定コース（
＇２（ 上田駅
塩田平・信州の鎌倉 秋の別所温泉コース＇１０月２８日・イベントコース（
＇３（ 佐久平駅
中山道宿場めぐりウォーク＇１０月１４日・イベントコース（
＇４（ 軽井沢駅
軽井沢の裏道＆名所散歩＇１０月１日～３１日・期間設定コース（
軽井沢のメインストリート＆別荘エリアを巟るウォーキング＇１１月１日～３０日（
※詳細は、駅からハイキングインターネットホームページ＇https://www.jreast.co.jp/hiking/（
または専用パンフレットをご覧ください。

９ 駅そばキャンペーンを開催します。
長野支社管内各駅そば店舗をご利用いただいたお客さまを対象に、抽選でプレゼントがあたるキャンペー
ンを開催します。一部そば店舗では、開業１５周年を記念した新メニューを提供いたします。各そば店舗一押し
の商品をご紹介するパンフレットもご用意いたします。
＇１（ 実施期間
１０月６日＇土（～１１月３０日＇金（
＇２（ 内容
期間中そば店舗をご利用されたお客さまに応募はがきを１枚お渡しいたします。必要事項をご記入の上、郵
送でご応募いただくと、抽選で賞品をプレゼントいたします。
＇３（ 賞品
「びゅう商品券」などが抽選で当たります。
＇４（ その他
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

１０ 新幹線各駅で記念イベントを開催します。
＜駅そばキャンペーンパンフレットイメージ＞
＇１（ 長野駅
◎長野新幹線開業１５周年記念イベント
＜日時＞１０月６日＇土（ １０：００頃～
＜場所＞長野駅自由通路
＜内容＞ポスター・パネル展、ぬりえ・ペーパークラフトコーナー、鉄道模型走行 他
◎長野新幹線開業１５周年「鉄道の日」フェア
＜日時＞１０月１３日＇土（ １０:００～１５：００
＜場所＞長野駅＇自由通路、コンコース、善光寺口駅前広場（
＜内容＞ステージイベント、車両展示、駅弁販売 他
＇２（ 上田駅
長野新幹線開業１５周年記念イベント
＜日時＞１０月１３日＇土（ ９：３０～１６:３０
＜場所＞上田駅＇コンコース、お城口（
＜内容＞信州上田おもてなし武将隊＇お出迎え、パフォーマンス、記念撮影（
鉄道グッズ展示
駅ナカクラッシク＇①１３:２０～ ②１４：００～（ 他
＇３（ 佐久平駅
長野新幹線開業１５周年記念イベント 「エキナカ縁日 2012」
＜日時＞９月３０日＇日（ １０：００～１６：３０
＜場所＞プラザ佐久
＜内容＞ペーパークラフト作り、射的、長野県観光 PR キャラクターアルクマとじゃんけん大会 他
＇４（ 軽井沢駅
長野新幹線開業１５周年「駅ナカコンサート In 軽井沢」
＜日時＞１０月６日＇土（・１３日＇土（ ①10:30～ ②14:00～
＜場所＞軽井沢駅コンコース
＜出演＞軽井沢少年少女合唱団
軽井沢ファミリーオーケストラ
【共通のご案内】 記載の情報は 2012 年 9 月 7 日現在のものです。都合により変更になる場合があります。
【お問い合わせ先】
ＪＲ東日本長野支社 販売促進課

℡：026-224-5310（9:00～17:00）

ＪＲ東日本長野支社 事

℡：026-224-5312（9:00～17:00）
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