2017 年 11 月 2 日
東日本旅客鉄道株式会社

東日本エリアと JR 東日本グループのステキなモノ・コトに出会える 2 日間

「JR 東日本お客さま感謝祭」 出展コンテンツのご案内
11 月 25 日(土)・26 日(日)開催
○

東日本旅客鉄道株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：冨田哲郎、以下「JR 東日本」)は、JR 東日
本発足 30 周年を記念して、東日本エリアや JR 東日本グループの魅力が集結する「JR 東日本お客さま感謝
祭」を 11 月 25 日(土)、26 日(日)の 2 日間限定で開催します。このたび、本イベントの詳細が決まりましたので
お知らせいたします。

○

出展コンテンツは「GOODS」「FOOD」「EXPERIENCE」の 3 つに分類され、“東日本エリア”や“JR 東日本グルー
プ”の魅力などが体感できる内容です。

○

また、会場で税込 3,000 円以上ご利用のお客さまを対象に、ステキな景品が当たる抽選会を実施します。特
別賞には、東京ステーションホテルのペア宿泊券(１泊 2 日)が 4 組 8 名さまに当たります。

◆◆

JR 東日本お客さま感謝祭 開催概要

◆◆

■開催日時：2017 年 11 月 25 日（土） 10：00～18：00
11 月 26 日（日） 10：00～16：30
■開催場所：池袋サンシャインシティ展示ホール B
（東京都豊島区東池袋 3 丁目 1 番地 4 号 文化会館 4 階）
■入場料：無料 （物販、飲食などは有料）
■公式ホームページ：http://www.jreast.co.jp/kansyasai/

◆◆

JR 東日本お客さま感謝祭 出展コンテンツ

◆◆

１．GOODS ～人気おみやげも特別に登場！～
・ 今年 7 月に実施した「JR 東日本おみやげグランプリ」で総合グランプリを受賞した「バターフィナンシェ」のほか、お
菓子部門金賞の「桔梗信玄餅」など、東日本を代表する逸品が登場します。
・ 人気の「Suica のペンギングッズ」、「きっぷのーと」などの鉄道をモチーフにした商品、さらには「GALA 湯沢スキー
場のゴンドラリフト早割一日券」など、JR 東日本グループのおすすめ商品を幅広いラインアップでご用意します。

バターフィナンシェ 4 個入
税込 864 円

桔梗信玄餅 6 個入
税込 990 円

きっぷのーと®ＰＲＥＭＩＵＭ池袋
税込 790 円

Suica のペンギンケーキ
（感謝祭特別仕様 2 個セット）
税込 1,100 円
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２．FOOD ～駅弁・駅そば・ご当地グルメが集結！～
・ 11 月末まで開催中の人気駅弁を決めるお客さま参加型企画「JR 東日本駅弁味の陣 2017」にエントリー中の駅弁を
多数販売します。稀少性の高い復刻弁当や、30 周年を記念した限定駅弁も登場します。
・ 鉄道ファンにもなじみ深い駅そばも特別に出展します。現在高崎、長野、新潟エリアで開催中の「スキです。駅そば
キャンペーン」に参加中の 3 店舗の駅そばを、食べ比べしやすいハーフサイズでご用意します。
・ 「ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1 グランプリ」加盟団体とのタイアップにより、「横手やきそば」や「本荘ハム
フライ」など人気のメニューが並びます。また、B-１グランプリメニューの他にも、「大宮ナポリタン」、「上州名物やき
まんじゅう」などのご当地グルメが楽しめます。

JR 東日本 30 周年記念 東日本うまいもん弁当
税込 1,650 円

「スキです。駅そばキャンペーン」出展そば
税込各 300 円

横手やきそば （横手やきそばサンライ’S）
税込 500 円

３．EXPERIENCE ～「電車でＧＯ！！」の新作体験や「シンカリオン」も登場！すべて無料！！～
・ ㈱タイトーの協力により、人気ゲームシリーズ「電車でＧＯ！！」の新作体験コーナーが登場します。お子さまから
大人まで世代を問わず楽しんでいただけるゲームを体験できます。
・ ㈱タカラトミーの協力により、本イベントのためだけの鉄道玩具プラレールの「巨大ジオラマ」を展示します。圧巻
のジオラマはフォトスポットとしてもおすすめです。
・ 新幹線をモチーフにした人気キャラクター「新幹線変形ロボ シンカリオン」から“シンカリオン E5 はやぶさ”が本イ
ベントにやってきます。記念撮影など、ふれあいをお楽しみいただけます。
・ JR 東日本グループ各社のコンテンツとして、㈱ジェイアール東日本スポーツが運営するリラクゼーションスポット
「リラクゼ」による「5 分クイックリラクゼーション」や、㈱JR 東日本ウォータービジネスの「イノベーション自販機体
験」などをご用意します。「イノベーション自販機体験」では、ＪＲ東日本発足 30 周年記念限定 SL ラベルの「From
AQUA」(ミネラルウォーター)をプレゼントします。

電車でＧＯ！！

プラレール「巨大ジオラマ展示」
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©ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

シンカリオン

イノベーション自販機

©PJ-S・J/S・TBS

※その他、バラエティに富んだ数多くのコンテンツをご用意しています。詳細は別紙をご覧ください。
ステキな景品が当たるチャンス！「JR 東日本 30th Anniversary 大抽選会」開催！
会場で税込 3,000 円以上ご利用のお客さまを対象に、ステキな景品が当たる抽選会を実施します。東日本エリア
や JR 東日本グループの魅力をより一層満喫できるような景品を多数ご用意します。
◆特別賞◆
東京ステーションホテル ペア宿泊券(１泊 2 日) …4 組 8 名さま
国指定重要文化財である東京駅丸の内駅舎の中に位置し、100 年以上の
歴史を誇る名門ホテル。駅舎の形状を活かしたユニークな客室を備えます。
※その他、多数の賞をご用意しています。
詳細が決まり次第、公式ホームページにてご案内します。
※画像、写真はイメージです。
※内容は一部変更になる場合がございます。

別紙
１．GOODS
ブース名

出展企業・
出店先ショッピングセンター

出展内容

A-FACTORY

(株)JR東⽇本⻘森商業開発

⻘森県が誇る、⾃慢の逸品のご紹介!!⾃家製造の『AOMORI CIDRE』他、今回は特別に、現地でしか買えない⻘函コラボレー
ションシードル『AOMORI × NANAE』も持参！3年連続「特A」評価を受賞した、⻘森県初のブランド⽶『⻘天の霹靂』のお振舞
も⾏います！

越後逸品屋

(株)トッキー CoCoLo

越後の逸品をご⽤意！南⿂沼産新⽶コシヒカリの量り売りをはじめ、新潟でしか味わえない純⽶吟醸酒『佐渡千年の杉』、『新潟
しゅぽっぽ』、四季島に搭載されている『真野鶴』の試飲販売、越後銘菓『笹団⼦』、妻有の雪下にんじんを使⽤したバウムクーヘン
の試⾷販売を⾏います。

オレペショップ

(株)オレンジページ

雑誌『オレンジページ』のバックナンバー、⼈気の料理本やオレンジページ通販の⼈気商品をとりそろえたオレぺショップ。好評の『JR近
郊路線図カレンダー』や『きっぷのーとPREMIUM』といった鉄道グッズの他、Suicaのペンギングッズ、とれたんずグッズも取り揃えており
ます！

パティスリー アン・ドゥ

(株)錦⽷町ステーションビル
錦⽷町テルミナ

素材にこだわりパティシエが丁寧に⼿作りしている清澄⽩河に本店を構える⼈気パティスリー。プリン、ロールケーキなど定番に定評が
あります。テルミナでしか味わえない限定 ロールケーキ『すみだの渦』やJR東⽇本発⾜30周年を記念し特別に作った、クリーミーなレ
アチーズにクッキーでデコレーションをした電⾞をイメージさせるケーキが登場します！

⽢味処 ⽩樺

(株)錦⽷町ステーションビル
錦⽷町テルミナ

⽼舗和菓⼦店が作る錦⽷町名物『錦どら』！！⽩樺は東京下町・錦⽷町で創業以来60余年。特におすすめなのは錦⽷町名物
のどら焼きです。 沖縄県産の⿊糖の⾵味が利いた『錦どら』はわざわざ遠⽅よりお求めに来る⽅がいらっしゃるほど。

桔梗屋

JR東京⻄駅ビル開発（株）
セレオ甲府

明治22年創業の伝統のもとに、昭和43年創作の菓⼦として発売した『桔梗信⽞餅』は、伝統とのれんを守り続ける職⼈気質の
誇りです。⿊蜜ときな粉にこだわった『桔梗信⽞餅の仲間たち』も販売します。

KINOKUNIYA

(株)紀ノ國屋

1953年に東京・⻘⼭で⽇本初のセルフサービス・スーパーマーケットを開店した紀ノ国屋の、こだわりの商品を集めました。職⼈が素
材や製法にこだわり、ほとんどの⼯程を⼿作業で⾏った⼿作りクッキー、⾃家製パン、丁寧に⼿作業で作った⼈気のエコロジーバッグ
など⽇頃の感謝を込めて集めました。

KOKO LUMINE STORE

(株)ルミネ NEWoMan

NEWoMan新宿エキナカのココルミネストアより、『新宿⼣⽇のキーマカレー』（レトルトカレー）やオリジナルパッケージのカップ酒な
ど、ココルミネストア限定の商品が並びます。その他にも陶器などの雑貨や⾷品類を取り揃え、「⽇本のいいもの」をご紹介します。

バターバトラー

(株)ルミネ NEWoMan

おみやげグランプリで総合グランプリを受賞した(株)シュクレイの『バターフィナンシェ』。スイス産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を
使った⼀品。表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染みこませ、しっとり仕上げました。

GENERAL STORE
RAILYARD

(株)JR東⽇本リテールネット

JR東⽇本グループだからできたオリジナル鉄道グッズ専⾨店「GENERAL STORE RAILYARD」の出張販売。⻘春18切符の復
刻ポスターのクリアファイルや北⽃星で使⽤されていたJR浴⾐の⽣地を使⽤したリメイクグッズなどRAILYARDでしか買えない、魅⼒
的な商品を集めました。

NewDays

(株)JR東⽇本リテールネット

(株)JR東⽇本リテールネット限定販売のオリジナルカプセルフィギュア『LuckyDrop（ラッキードロップ）』や、「仙台七⼣まつり」「秋
⽥竿燈まつり」「⻘森ねぶた祭」をダイナミックにそして優雅にイメージした『東北三⼤祭りフィギュア』を展⽰販売し、NewDaysならで
はの商品で東⽇本エリアの魅⼒を紹介していきます。VRを使ったNewDaysの店舗を体感できるコーナーもあります。

シャン・ド・エルブ

(株)アトレ

話題のトレンドリップを会場限定価格で販売！SNSや⼥の⼦たちの中で⼤⼈気の『カイリジュメイ フラワーティントリップ』。ナチュラル
オイル配合で敏感な唇をやさしく守り、⾼発⾊で⻑持ちフィット。お仕事中やお出かけにもピッタリ。冬の乾燥肌を守る強い味⽅、使
い⼼地のやさしい万能クリームも同時販売。顔に良し！カラダに良し！の超優れもの！この冬は乾燥知らずで、癒されてみては？

船橋屋

(株)アトレ アトレ⻲⼾

江⼾より続く元祖『くず餅』船橋屋。450⽇間、熟成発酵させてつくられる『くず餅』の魅⼒は、なんといってもその弾⼒。えも⾔われぬ
弾⼒をどうぞお愉しみください。また⼈気の『あんみつ』は船橋屋ならではのくず餅⼊りです。

グランスタ・グランスタ丸の内
開業記念お楽しみ袋

(株)鉄道会館
グランスタ・グランスタ丸の内

東京駅グランスタ新エリアの開業とJR東⽇本30周年を記念して、お楽しみ袋を数量限定で3種類ご⽤意。グランスタ新エリア開業
マスコットキャラクターの”ふくらむちゃん”や東京駅をモチーフにした⼈気商品に㈱鉄道会館が運営するエリアで使える鉄道会館共通
買物券をセットにしたお楽しみ袋を、特別価格で販売します。

のもの / TRAINIART

(株)ジェイアール東⽇本商事

東⽇本の地産品を使ったオリジナル商品『おやつTIMES』や地酒・ワイン等が⼤集結。そのほか、デザインと機能にこだわった「鉄道
グッズ」、昨年15周年を迎えた「Suicaのペンギングッズ」をご⽤意し、東⽇本地域や鉄道の新たな魅⼒をお届けします！

Suicaのペンギンケーキ＆
JR30周年記念マカロン

⽇本ホテル(株)
ホテルメトロポリタン

2⽇間限定のショコラマロン味『Suicaのペンギンケーキ』と『JR30周年記念ロゴ⼊りマカロン』をご⽤意。ホテルメトロポリタンのクロスダ
インケーキショップで販売している⼈気のSuicaのペンギンケーキは⾒た⽬はかわいいケーキですが味はホテル仕様の本格派。また、
JR30周年記念ロゴが⼊ったバニラ味のマカロンも限定販売します。

伊⾖・村の駅と熱海観光案内

湘南ステーションビル(株)
ラスカ熱海

熱海で開業した駅ビル「ラスカ」の出店ショップ「伊⾖・村の駅」名物、『⿊⻨まんじゅう』をはじめ、厳選した地域の特産を試⾷・販
売。熱海の温泉、花⽕、芸妓、祭り、海、⼭、花など四季折々の熱海の魅⼒も発信。ミス熱海や熱海の公式キャラクター“あつお”
などが登場予定！！

LiViT

JR東⽇本東北総合サービス(株)

仙台の⽔と⽶を使い、仙台伊達家御⽤蔵「勝⼭酒造」が造り上げる、仙台駅限定の⽇本酒『仙臺驛政宗』をはじめ、地域のみな
さまと⼀緒になって造り上げた地元限定の商品を集めました。

2．FOOD
ブース名

出展企業・
出店先ショッピングセンター

出展内容

JR東⽇本 駅弁味の陣 2017 (株)⽇本レストランエンタプライズ

『駅弁味の陣』は東⽇本駅弁の最⾼峰を決する頂上決戦で、今回で6回⽬。「名だたる⽼舗駅弁」「味に覚えの実⼒派駅弁」「下
剋上を図る新興駅弁」などがエントリー！JR東⽇本30周年記念の限定駅弁も登場します。

スキです。駅そばキャンペーン

東⽇本旅客鉄道(株)

⾼崎、⻑野、新潟エリアから3店舗が特別出展。⾷べ⽐べして頂くために、ハーフサイズ、特別価格（税込300円）で提供いたしま
す。⾼崎エリアから⾼崎駅「そば処⼋起家 ⻄⼝店『舞茸天ぷらそば』」、⻑野エリアから⻑野駅「そば処 裾花郷『（特上）鴨そ
ば』」、新潟エリアから越後湯沢駅「湯沢庵『⿇婆そば』」を販売予定です。

東⽇本エリア B-1グランプリ

東⽇本エリアのB-１グランプリ加盟８団体監修のご当地グルメと地域の情報をご⽤意。⻘森県『⼋⼾せんべい汁』、『⼗和⽥バラ
(株)ジェイアール東⽇本都市開発 焼き』、岩⼿県『久慈まめぶ汁』、秋⽥県『横⼿やきそば』、『本荘ハムフライ』、⼭形県『⼭形芋煮カレーうどん』、福島県『なみえ焼
そば』、千葉県『勝浦タンタンメン』が⼤集結します。

WeCaffe

(株)ＪＲ東⽇本ステーションリテイ
埼⽟県産の⼩松菜を使⽤し、オリジナルトマトソースとケチャップで炒めた⽣パスタの『⼤宮ナポリタン』。仕上げにたっぷりチーズをトッ
リング
ピング！
エキュート⼤宮

銀河堂1890 Sweets &
Bakery

盛岡ターミナルビル(株)
フェザン

岩⼿の「極上⾷材」の魅⼒をお伝え！奥中⼭地⽅で育った⽜から作られる⽣クリームは、通常のクリームより濃厚でコク深い味わ
い。濃厚なクリームをベースに、「南部⼀郎かぼちゃ」や「⻤くるみ」など、岩⼿の⾷材を併せたシュークリームで、岩⼿の”美味しさ”と”
やさしさ”をお届けします。

磯沼ミルクファーム

JR東京⻄駅ビル開発(株)
セレオ⼋王⼦

磯沼牧場は、⼋王⼦市内にあるジャージーヨーグルトが有名な街の中の牧場です。⽇本で唯⼀の『かあさん⽜の名前⼊りプレミア
ム』は、瓶⼊りの商品で贈り物としても喜ばれています。『4種類のかあさん⽜のブレンドミルク』は、本年のフーデックスジャパンご当地
⽜乳コンテストで⾦賞を受賞した低温殺菌⽜乳です。

東京あんぱん ⾖⼀⾖
（まめいちず）

定番から様々なバリエーションまであんぱんだけの、⽇本でも珍しいあんぱん専⾨店の「東京あんぱん ⾖⼀⾖（まめいちず）」。通
ジェイアール東⽇本フードビジネス
常は東京駅でしか販売していない「東京駅」の焼印⼊りの⼈気商品『東京レンガぱん』のご紹介。こし餡となめらかなクリーム⼊り
(株)
で、東京駅の丸の内駅舎の⾚レンガをモチーフにした四⾓い形も個性的。

ほたかや

⾼崎ターミナルビル(株)
イーサイト⾼崎

なっから、んまい！上州名物『焼まんじゅう』！⼩⻨粉と⽶糀から作られた素まんじゅうに、⽢味噌だれを塗って焼き上げたもの。群⾺
県内では⾮常にポピュラーな郷⼟⾷であり、群⾺が誇るソウルフードです。

3．EXPERIENCE
ブース名

出展企業・
出店先ショッピングセンター

出展内容

acure

(株)JR東⽇本ウォータービジネス

グッドデザイン賞2017を受賞した「acure （アキュア）」のイノベーション⾃販機の無料体験で、『From AQUA JR東⽇本発⾜
30周年記念限定SLラベル』をプレゼント！「チームラボカメラ」と「アキュア」によるオリジナル撮影ブースも登場！

GALA湯沢スキー場

(株)ガーラ湯沢

2018年冬季シーズン『GALA湯沢ゴンドラリフト1⽇券』を会場限定の特別価格にて販売！新幹線駅直結でアクセス抜群の
「GALA湯沢」。この冬は「GALA湯沢」で最⾼の思い出作りをしませんか？

Jexer

(株)ジェイアール東⽇本スポーツ

『キッズ運動神経向上体操』では、お⼦さま向けに簡単な運動のお時間をご⽤意。⼿の平から⾜の裏まで刺激を与え、お⼦さまの
運動神経の向上に繋がる運動を先着定員制にて提供。『乳幼児のCPR体験』では、実際に⼈形を使い⼀つ⼀つの⼿技を確認
し、万が⼀の事態に備えるために、丁寧にお伝えします。

RelaXE

(株)ジェイアール東⽇本スポーツ

⾸都圏で24店舗展開をしている「RelaXE（リラクゼ）」。専⽤施術チェアにて、『ワンポイントもみほぐしリラクゼーション』を実施。
5分間無料にて肩・⾸・腰などの⽇頃のお疲れを癒していきます。会場にて先着順で受付。

ロボットプログラミング教室

(株)JR中央ラインモール
nonowa

ロボットプログラミング教育を通じて、未来を担う⼦ども達の「学びに対する喜び・意欲」「視野や興味の幅を広げ、それを深く追求する
⼼」「⾃らの⼒でやり抜く精神」を育みます。

新幹線変形ロボ シンカリオン・
とれたんず

(株)ジェイアール東⽇本企画

アニメ化で話題の「新幹線変形ロボ シンカリオン」から、『シンカリオン E5はやぶさ』が登場！さらに、絵本シリーズが発売中の新幹
線と仲間たち「とれたんず」のペーパークラフト体験も。サンバイザーなどグッズのプレゼントやフォトスポットも。

電⾞でＧＯ！！

(株)タイトー

(株)タイトーの協⼒により20周年を迎える「電⾞でＧＯ！！」の新作体験コーナーが登場。お⼦さまから⼤⼈まで世代を問わず楽
しんでいただけます。

プラレール 巨⼤ジオラマ展⽰

(株)タカラトミー

(株)タカラトミーの協⼒により、今回のために制作された「鉄道玩具プラレール」の『巨⼤ジオラマ展⽰』。

