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～新幹線 YEAR2017～

上越新幹線開業 35 周年記念イベントを実施します
ＪＲ東日本大宮支社では、11 月 15 日に上越新幹線（大宮～新潟間）が開業 35 周年を迎えることを
記念して、「上越新幹線開業 35 周年記念 大宮駅オータムフェスタ 2017」を開催します。また、「新幹線
ＹＥＡＲ2017」キャンペーンの一環として、旅行商品専用団体臨時列車「上越新幹線開業 35 周年記念号」
の運転も行います。ぜひ、この機会にご友人やご家族でお出かけください。
１. 上越新幹線開業 35 周年記念 大宮駅オータムフェスタ 2017
（１）実 施 期 間 ： 2017 年 10 月 14 日（土）～11 月 19 日（日）
※各イベントメニューごとに実施日時が異なります

（２）主な実施メニュー
①Suica・PASMO タッチラリーキャンペーン
大宮駅構内及び大宮 RENKETSU 祭参加商業施設等に設置した
キャンペーン端末にタッチすると、抽選でお買い物クーポン等の
景品が当たるラリー企画を行います。

イメージ
大宮駅社員作成の駅限定
記念ロゴマーク。35 年間
の感謝の気持ちを込めて
考案しました。

■実 施 期 間 ： 2017 年 10 月 14 日（土）～11 月 19 日（日）
■端末設置箇所 ： アルシェ、そごう、ダイエー、髙島屋、東急ハンズ、マルイ、ルミネ、
鉄道博物館、大宮駅 計９箇所
②上越新幹線開業 35 周年記念硬券ラリー
東北新幹線開業 35 周年記念で実施した記念レプリカ硬券を集めるラリーを、上越新幹線 35 周年記
念でも実施します。今回は上越新幹線開業当時の９駅分の記念レプリカ硬券が登場します。
■実 施 期 間 ： 2017 年 11 月 11 日（土）～11 月 19 日（日）
■配 布 箇 所 ： アルシェ、そごう、ダイエー、髙島屋、東急ハンズ、マルイ、ルミネ、
鉄道博物館、大宮駅構内店舗 「GENERAL STORE RAILYARD」 計９箇所
③記念商品の販売・イベントの実施
大宮駅の店舗では記念商品や期間限定メニューの販売、駅構内イベントスペースでは新幹線
YEAR2017 記念産直市等を実施します。また、お子さまが楽しめるイベントも多数ご用意しています。
※詳細は別紙参照ください。

（３）その他
・

詳細は 9 月下旬頃、JR 大宮駅等で配布するパンフレットをご覧ください。

・

同期間開催する大宮 RENKETSU 祭については、大宮 RENKETSU 祭プレスリリースをご覧ください。
※各イベントの内容は、予告なく変更となる場合があります。

２. 上越新幹線開業 35 周年記念号の運転
（１）運転概要
■運 転 日 ： 2017 年 10 月 14 日（土）
■運転区間 ： 東京駅～新潟駅（片道）
※新潟駅～新潟新幹線車両センターまで「体験乗車」
〈上越新幹線開業 35 周年記念号〉

■編 成 等 ： Ｅ２系 10 両
■運転時刻 ：
【上越新幹線開業 35 周年記念号】
7：28 発

7：34 発

東京駅

上野駅

7：54 発

大宮駅

8：08 発

8：27 発

熊谷駅

9：35 着

高崎駅

新潟駅

①体験
乗車

②一般公開
ｲﾍﾞﾝﾄ実施
新潟新幹線
車両ｾﾝﾀｰ

※時刻は予定です。変更になる場合がありますのでご了承ください。
※上越新幹線開業 35 周年記念号は旅行商品専用団体臨時列車です。

お楽しみポイント
①体験乗車
新潟新幹線車両センターの構内で洗浄され

②新潟新幹線車両センター一般公開 2017
新幹線車両展示（Ｅ４系、Ｅ６系、Ｅ７系）や検

るＥ２系に実際に乗車し、車内で洗浄体験をお

修庫内見学、ミニＳＬ体験乗車や保守用車両

楽しみいただけます。（乗車時間約 30 分）

展示など、楽しみ盛りだくさんのイベントです。

E４系

※画像はＥ４系です。

E７系

検修庫内見学
E６系
※展示車両は変更となる場合があります

（２）車内特別メニュー（大宮～新潟間）
● 国鉄車掌風制服を着たスタッフの登場
● 開業当時の到着時メロディーによるおもてなし
● 日本食堂風制服を着たスタッフによるおもてなし
● 体験乗車証のご用意
● 記念グッズのご用意
※おもてなしの内容は変更となる場合があります
〈日本食堂風制服イメージ〉

（３）旅行商品の発売
「上越新幹線開業 35 周年記念号」は、びゅうプラザおよび下記の旅行会社で発売中です。詳しくは
各旅行会社へお問い合わせください。（みどりの窓口では発売しません）
・店舗でのお申し込み・お問い合わせ

・・・首都圏の主な駅にあるびゅうプラザ等

・インターネットでのお申し込み
商品名

サイト名

上越新幹線開業35周年記念号で行く！
新潟新幹線車両センターと「SLばんえつ物語」

インターネット予約サイト
「日本の旅、鉄道の旅」

URL

１泊２日：添乗員同行コース

https://www.jrview-travel.com

日帰り：個人旅行コース

https://www.eki-net.com/travel/

上越新幹線開業35周年記念号で行く！
新潟新幹線車両センターと「現美新幹線」「おいこっと」

インターネット予約サイト
「えきねっと」

上越新幹線開業35周年記念号で行く新潟の旅

・電話でのお申し込み・お問い合わせ
取扱箇所

対応時間

電話番号

㈱JTBﾒﾃﾞｨｱﾘﾃｰﾘﾝｸﾞ JTB旅物語販売ｾﾝﾀｰ

03（6902）5555

月～土

9:30 ～ 17:30

/

日・祝 休み

㈱阪急交通社 ﾄﾗﾋﾟｯｸｽ 東京国内

03（6745）1300

月～金

9:30 ～ 17:30

/ 土・日・祝 9:30 ～ 13:30

㈱朝日旅行 東京支店

03（6858）9811

月～金

9:45 ～ 17:30

/ 土・日・祝 休み

㈱読売旅行 東京営業所

03（5550）0666

月～土

9:30 ～ 17:30

/

ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ㈱ ｶﾙﾁｬｰ旅行ｾﾝﾀｰ

03（5323）6990

月～土

9:15 ～ 17:30

/

㈱日本旅行 東京予約ｾﾝﾀｰ

0570（200）001

月～金

9:30 ～ 18:30

/ 土・日・祝 9:30 ～ 18:00

日

9:30 ～ 15:00

日・祝 休み

３. その他
上越新幹線開業 35 周年に加え、北陸新幹線（東京～長野間）が開業 20 周年を迎えることを記念し
て、「上越新幹線開業 35 周年・北陸新幹線開業 20 周年記念モバイルスタンプラリー」を実施します。
※内容の詳細については決まり次第お知らせいたします。

※本プレスリリースの画像はすべてイメージです

別紙
記念商品の販売・臨時販売
内容

販売期間

価格

販売箇所

機関車ヘッドマーク3種（レプリカ）

10月14日（土）～なくなり次第

各99,000円（税抜） GENERAL STORE RAILYARD

もちどら（電車焼き印）

10月14日（土）～11月19日（日）

130円（税込）

銀座あけぼのディラ大宮店

プレーンパンケーキ 新幹線バージョン

10月14日（土）～11月19日（日）

500円（税込）

コラソンカフェ

上越新幹線開業35周年記念切手

11月11日（土）～13日（月）

未定

大宮駅東西連絡通路

※上記のほか、11 月 15 日（水）より上越新幹線開業 35 周年を記念した駅弁も販売予定です。

〈機関車ヘッドマーク 3 種（イメージ）〉
内容

〈プレーンパンケーキ 新幹線バージョン〉
実施日時

10月20日（金）～22日（日）
27日（金）～29日（日）
11月 3日（金）～ 5日（日）
17日（金）～19日（日）

駅弁販売

実施場所

大宮駅東西連絡通路

新潟
10月18日（水）～20日（金）
新幹線 YEAR2017記念産直市

青森
11月2日（木）～9日（木）

大宮駅西口イベントスペース

群馬・長野・新潟
11月13日（月）～15日（水）
鉄道グッズ販売

11月17日（金）～19日（日）

大宮駅東西連絡通路

イベント
実施日時

実施場所

鉄道博物館開館10周年記念
てっぱくビンゴ

10月14日（土）
13:00

大宮駅西口イベントスペース

ぬり絵コーナー

11月11日（土）
10：00～16：00

大宮駅東西連絡通路

ミニ新幹線（E6系）の乗車体験

11月12日（日）
10：30～15：30

大宮駅西口１Ｆルミネ前歩道

プラレール展示

11月12日（日）
10：30～15：30

大宮駅東西連絡通路

11月11日（土）～19日（日）
終日

大宮駅東西連絡通路

11月11日（土）限定！
10：00～16：00

お子さまを対象に、駅長気分が味わえる「こども駅長制服撮影
会」を記念撮影パネル前で行います。
※カメラは各自ご持参ください

内容

上越新幹線開業35周年記念
撮影パネルの設置

〈ミニ新幹線〉

〈プラレール展示〉

〈記念撮影パネル（イメージ）〉

