
 

 

 

 

2 0 2 2 年 ９ 月 ９ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

千 葉 支 社 

 

 

～150年ありがとう！ともに未来へ出発進行！！～ 

「ちばトレインフェスティバル」を開催します！ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

１ 日時 

2022 年９月 24 日（土）・25 日（日） 各日 10:00～16:00 

 

２ 開催場所 

千葉市中央公園（メイン会場）・千葉駅など 

 

３ 参加予定団体 

⑴ 鉄道会社 

いすみ鉄道株式会社・京成電鉄株式会社・小湊鐵道株式会社・千葉都市モノレール株式会社 

銚子電気鉄道株式会社・東武鉄道株式会社（24 日のみ）・流鉄株式会社 

⑵ 自治体・観光団体等 

千葉市（後援）・公益社団法人千葉県観光物産協会・外房観光連盟（24 日のみ）・東国水郷観光推進協議会 

南房総観光連盟（25 日のみ）・船橋市観光協会（24 日のみ）・北総観光連盟 

千葉日本酒活性化プロジェクト 

株式会社 JR 東日本クロスステーション・株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス（24 日のみ） 

⑶ ちばのいち出店店舗 

株式会社飯塚海苔店（船橋市）・株式会社イシガミ（銚子市）・海の駅九十九里（九十九里町） 

鍋店株式会社（成田市）・株式会社ピーターパン（船橋市）・有限会社ゆうき（四街道市） 

 

４ イベント概要 

ちばトレインフェスティバルは会場を３つのエリアに分け、 

さまざまなイベントを開催します。会場マップや各種イベントの 

内容等は、ちばトレインフェスティバル公式 HP または会場で 

配布する専用チラシをご覧ください。 

 

≪ちばトレインフェスティバル公式 HP≫ 

https://www.jreast.co.jp/chiba/chibatrainfestival/2022/ 

※９月 16 日（金）以降に、詳しい情報を更新します。 

 

 

 

JR 東日本千葉支社では、「鉄道開業 150 年」「わかしお・さざなみ 50 周年」という節目の年を迎え、日頃よ

り鉄道をご利用いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込め、「ちばトレインフェスティバル」を開催します。 

千葉市中央公園をメイン会場とし、千葉県内の鉄道や房総の魅力をあらためてお客さまに感じていただける

イベントとなっております。お子さまにもお楽しみいただける内容もたくさんございますので、ご家族でぜひご

来場ください！ 

【会場マップ】 

https://www.jreast.co.jp/chiba/chibatrainfestival/2022/


⑴ 千葉市中央公園エリア 

① ステージイベント 

特設ステージにて、テレビ番組などでお馴染みの鉄道好き有名人の吉川正洋氏、岡安章介氏、南田裕介氏

をはじめ、鉄道写真家の中井精也氏、鉄道番組ディレクターの田中匡史氏などをお招きし、トークショーや

お笑いライブ、ご当地キャラクターによる観光 PR などを行います。 

 

 

 

 

 

 

② 物販・観光 PR 

鉄道会社によるグッズ販売や、千葉県内の各自治体などによる観光 PR や房総の物産品販売を行います。 

③ シンカリオン展示・写真撮影 

テレビアニメや劇場版、おもちゃとしても大人気の『新幹線 

変形ロボ シンカリオン』の「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」 

「シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ」を展示いたします。一緒に写真 

撮影をすることもできますので、ぜひお立ち寄りください。 

 ※撮影用のカメラはご持参ください。 

 

⑵  千葉駅エリア 

① ちばのいち 

県内選りすぐりの特産品を販売します。 

② 吹奏楽部コンサート（各日 14:00～14:30） 

植草学園大学附属高等学校（24 日）、千葉県立千葉商業高等学校（25 日）の吹奏楽部による演奏会を千

葉駅大階段下（東口）にて行います。 

③ ラッピングトレイン出発式（24 日 11:00～11:15 頃） 

９月 24 日（土）より運行を開始する、鉄道開業 150 年を記念した 209 系ラッピングトレイン（１編成

４両）の出発式を、千葉駅７番線ホームにて行います。 
※出発式のご観覧には、入場券等、駅構内に入るための有効な 

乗車券類が必要です。 

※出発式は悪天候や列車の遅延等により、番線の変更または 

中止となる場合があります。 

※運行期間（予定）：９月 24 日（土）～2023 年３月中旬 

※運転区間や日時は公表いたしません。ご乗車の際の 

サプライズ感をお楽しみください。 

 

⑶ 各種体験イベント ※詳細は【別紙】参照 

① 駅のお仕事体験イベント 

子供駅長制服を着用してのお仕事体験や、ヘルメット・安全チョッキを着用しての訓練設備体験ができま

す。 

※訓練設備体験は雨天の場合、中止させていただく場合があります。 

※混雑時にはお待ちいただく場合やご参加いただけない場合があります。 

② 鉄道設備のお仕事体験ツアー ※事前予約制（有料） 

鉄道設備のメンテナンスに使用されている設備車両の展示や乗車体験、 

実際に社員が訓練を行っている設備の操作体験など、鉄道設備の仕事を 

ご体験いただけます。 

③ トレインシミュレータ親子体験 ※事前予約制（有料） 

現役の運転士・車掌と一緒に、乗務員が実際に訓練を行っているシミュレータを 

操作して、乗務員の仕事をご体験いただけます。そのほか、現役の運転士・車掌に 

普段のお仕事に関する質問もできます。 

 

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019 

ダーリンハニー 

吉川正洋氏（よしかわまさひろ） 

ななめ４５° 

岡安章介氏（おかやすあきよし） 

ホリプロマネージャー 

南田裕介氏（みなみだゆうすけ） 

鉄道写真家 

中井精也氏（なかいせいや） 



５ ご来場者限定抽選会 

ちばトレインフェスティバルへご来場いただいたお客さまに、素敵な商品が当たるガラポン抽選会を実施しま

す。抽選会参加の証明として、抽選券へ改札鋏を使って切り込みを入れさせていただきます（ご希望のお客さま

はご自身での体験も可能です）。 

⑴ 抽選対象条件 ※下記①、②をどちらとも満たした方が対象 

① 千葉市中央公園（物販・観光 PR エリア）で配布する抽選券を GET 

② イベント期間中（９月 24 日（土）・25 日（日））にペリエ千葉で税込 1,000 円以上のお買い物をする 

※各種体験イベント参加者は、イベント参加時に配布する「参加証」の提示でさらに１回ずつ抽選可能です。 

⑵ 抽選場所 

千葉市中央公園本部付近および千葉駅みどりの窓口横 

⑶ 景品（２日間２会場の合計） 

【１等】千葉県銘菓+ペリエ千葉お買物券 5,000 円分   ４名 

【２等】駅長犬ぬいぐるみ      ８名 

【３等】JR 東日本グッズ詰め合わせ    40 名 

【４等】駅長犬デザインフリクションボールペン 160 名 

≪参加賞≫ちょっぴりプレゼント（駅長犬シール等） 

※抽選券または景品がなくなり次第終了となります。 

 

６ ペリエ連携キャンペーン 

ペリエ各店でもおトクなキャンペーンを実施いたします。 

⑴ 「JRE POINT ポイントアップ 2 倍 DAY」実施 <ペリエ千葉> 

9 月 23 日（金・祝）～25 日（日）の３日間、ペリエ千葉でのお買い物で JRE POINT が 

２倍貯まります。 

⑵ ペリエ公式 LINE お友だち限定「JRE POINT５倍 DAY フレンドリーキャンペーン」<ペリエ千葉・稲毛・

海浜幕張> 

9 月 24 日（土）～10 月 16 日（日）に、ペリエ公式 LINE（千葉・稲毛・海浜幕張）にお友だち登録し、

アンケートにご回答いただいた方には、11 月 25 日（金）～11 月 27 日（日）の期間中、ご登録いただいた

ペリエでのお買い物で JRE POINT が 5 倍貯まります。 

※詳細はペリエ各館の HP をご覧ください。 

※状況により変更になる場合があります。 

 

７ 新型コロナウイルス感染症防止対策 

⑴ ご来場の際は、不織布マスクの着用をお願いいたします。 

⑵ 混雑を避けるため、入場を制限させていただく場合があります。 

⑶ 各エリア入口に検温器と消毒液を設置しておりますので、検温と消毒にご協力をお願いいたします。 

なお、37.5℃以上ある場合や咳や鼻水などの感冒症状がある場合、並びに感染症対策にご協力いただけない

場合は入場をお断りいたします。 

⑷ スタッフが適宜、会場内の手の触れる場所や車両等の消毒を行います。 

 

８ その他 

⑴ 本イベントは、予告なく開催時間およびイベント内容の変更、または中止となる場合があります。 

⑵ 中止の際は、JR 東日本千葉支社公式 Twitter「駅長犬 Twitter（https://twitter.com/ekichoken2122）」

にて当日朝８時までにお知らせしますので、お出かけ前にご確認ください。 

 

※写真・イラストは全てイメージです。 

※この情報は、2022 年９月現在の情報です。 

 

 

 

 

https://twitter.com/ekichoken2122


 

【別紙】各種体験イベント 詳細 

 

１ 駅のお仕事体験イベント 

【参加対象】小学生以下のお子さまとご家族の方 

【価 格】無料 

【受付場所】ＪＲ東日本千葉支社ビル（ＪＲ千葉駅より徒歩約５分） 

【受付時間】各日 9:40～15:00 

【体験内容】⑴子供駅長制服を着用してのお仕事体験 

⑵ヘルメット・安全チョッキを着用しての訓練設備体験 

【そ の 他】体験時間は約 45 分（移動時間を含む）となります。 

１回あたりに参加できる人数が限られるため、多くのお客さまにご来場いただいた際は、お待ちい

ただく場合があります。 

また、申込みが多数の場合、ご参加いただけない場合があります。 

子供駅長制服やヘルメット等はサイズに限りがあるため、ご着用できない場合があります。 

 

２ 鉄道設備のお仕事体験ツアー 

【参加対象】小学生のお子さま１名と保護者の方１名 

【価 格】１組 500 円（税込）※お客さまへの感謝の気持ちを込め、特別価格です！ 

【予約サイト】「JRE MALL 千葉支社店」https://www.jreastmall.com/shop/c/cI6/ 

【発売期間】2022 年９月９日（金）16:00～９月 20 日（火）23:59 

【募集人員】各回親子 12 組限定、各日２回開催 

（①10:00～11:30・②13:30～15:00） 

【体験内容】⑴レールスター（線路点検車）乗車体験 

⑵高所作業車 乗車体験 

⑶ミニ踏切体験 

⑷発車ベル操作体験 

⑸ホームドア訓練設備体験 

⑹駅名標デザイン体験 

【そ の 他】売り切れ次第発売終了となります。ご購入には JRE MALL への会員登録が必要です。 

（その他条件は商品ページをご確認ください） 

参加はご予約されたご本人さまに限ります。当日は免許証等の本人確認書類をご持参ください。 

 

３ トレインシミュレータ親子体験 

【参加対象】小学生以下のお子さまとご家族の方 

【価 格】１組 1,000 円（税込）※お客さまへの感謝の気持ちを込め、特別価格です！ 

【予約サイト】「JRE MALL 千葉支社店」https://www.jreastmall.com/shop/c/cI6/ 

【発売期間】2022 年９月９日（金）16:00～９月 20 日（火）23:59 

【募集人員】各回親子１組限定、各日 12 回開催 

（①10:00～10:30・②10:30～11:00・③11:00～11:30・④11:30～12:00 

⑤12:00～12:30・⑥12:30～13:00・⑦13:00～13:30・⑧13:30～14:00 

⑨14:00～14:30・⑩14:30～15:00・⑪15:00～15:30・⑫15:30～16:00） 

【体験内容】乗務員が実際に訓練で使用しているシミュレータによる乗務員のお仕事体験 

【そ の 他】売り切れ次第発売終了となります。ご購入には JRE MALL への会員登録が必要です。 

（その他条件は商品ページをご確認ください） 

参加はご予約されたご本人さまに限ります。当日は免許証等の本人確認書類をご持参ください。 

https://www.jreastmall.com/shop/c/cI6/
https://www.jreastmall.com/shop/c/cI6/

