
   

 

 

 
 

２０１０年５月２６日 
 

  「三鷹駅開業８０周年記念イベント」の開催について 

中央線三鷹駅は、１９３０年（昭和５年）６月２５日に開業し、今年で８０周年を迎えます。 

これを記念して「三鷹駅開業８０周年記念イベント」を開催し、日頃から三鷹駅をご利用いただ

いているお客さまに、感謝の気持ちを込めて、地元自治体等とも連携をとりながら、様々な記念イ

ベントを実施します。また、これにあわせて三鷹駅構内「Dila 三鷹」においてもキャンペーンを実

施します。なお、６月２６日には、三鷹市長に三鷹駅「一日駅長」を務めていただきます。 

 

 

 

 

 

 
  
１．イベント開催期間  

２０１０年６月１日（火）～ ７月８日（木） 
 

２．記念ロゴマーク 
三鷹駅社員が考案したオリジナルロゴマークをイベント開催期間中、ポス 

ターおよび記念スタンプ・記念入場券台紙などに使用します。 
 

３．三鷹駅でのイベント等 
 

（１）開業８０周年記念セレモニーを開催します 記念ロゴマーク 

  ・開催日時  ２０１０年６月２６日（土）９時１５分頃～９時４５分頃 

         （「三鷹駅開業８０周年記念号」の出発時刻は 9 時４１分） 

・出 席 者  三鷹市長、三鷹市議会議長、三鷹警察署長、三鷹消防署長、 

中田喜直氏ご遺族、JR 東日本八王子支社長 ほか 

・開催場所  三鷹駅中央線下りホーム（３･４番線）高尾方 

・内  容  一日駅長委嘱式、主催者･来賓挨拶、 

発車メロディー変更紹介、テープカット、 

一日駅長による「三鷹駅開業８０周年記念号」出発合図  現在の三鷹駅 
 

（２）団体列車で行く旅行商品を発売しています 

   カーペット電車「NO.DO.ＫＡ（のどか）」を使用した団体旅行商品「三鷹駅開業８０周年記念号

で行く！山梨の旅」を発売しています。 

・設 定 日  ２０１０年６月２６日（土）および ６月２７日（日） 

・募集人数  各日とも８０名 ※２名以上でお申し込み下さい 

・食 事  昼食１回（三鷹駅開業８０周年記念号弁当） 

・旅行代金  おとな ９,８００円、こども ７,０００円（三鷹駅発着） 

・内 容  ＪＲ運賃 ＋ 記念弁当 ＋ 記念乗車証 ＋ 鉄道架線を利用 

した文鎮 ＋ 専用バス代 ＋ スパティオ小淵沢の入浴代 
「NO.DO.KA」（イメージ） 

・発売箇所  びゅうプラザ三鷹駅  

 

三鷹駅             国分寺駅            立川駅          小淵沢駅 

 

※２班に分かれての移動となります 

                             

 

           小淵沢駅          立川駅          国分寺駅          三鷹駅 

 

 

普通電車 201 系電車

・行 程 

 

 

 

 

 

 

 

 ※詳しくは、三鷹駅に掲出中の募集ポスターおよびチラシをご覧下さい。  

９：４１頃発 

専用バス１号車：①ｻﾝﾄﾘｰ白州蒸溜所⇒②スパティオ小淵沢⇒③八ヶ岳ﾘｿﾞｰﾄｱｳﾄﾚｯﾄ 

専用バス２号車：①スパティオ小淵沢⇒②ｻﾝﾄﾘｰ白州蒸溜所⇒③八ヶ岳ﾘｿﾞｰﾄｱｳﾄﾚｯﾄ  

９：５０頃発 １０：０５頃発 １２：２２頃着 

２０：１４頃着 ２０：３２頃着 １７：５３頃発 

※列車の時刻は変更することがあります。添乗員は同行致しません。 

「専用バス」 

「専用バス」 ２０：２１頃着 



  

（３）三鷹駅発車メロディーを変更します 

三鷹駅開業８０周年にあわせて、三鷹駅の発車メロディーを三鷹ゆかりの中田喜直氏作曲「めだ

かの学校」に変更します。 

・変更日時  ２０１０年６月２６日（土）９時４０分頃から 

・変更箇所  三鷹駅全ホーム 

 

 （４）「びゅう旅行商品おトクなキャンペーン」を開催します 

びゅうプラザ三鷹駅で期間中「びゅう国内旅行商品」を５％割引で販売します。 

  ・キャンペーン期間  ２０１０年６月１日（火）～６月２７日（日） 

  ・割引対象期間  ２０１０年６月１２日（土）出発～７月１１日（日）出発 

  ・割引対象商品  びゅう国内旅行商品  

※宿泊のみの商品やオプショナル商品を除きます。  

 

（５）「駅からハイキング」を実施します 

三鷹駅開業８０周年を記念して、三鷹ゆかりの地を巡るウォーキングイ 

ベント「駅からハイキング」を開催します。 

（西武鉄道、多摩都市モノレールと共同開催） 

 ・日  時   ２０１０年６月５日（土）９時００分～１５時００分 

        （受付は１１時００分まで） 

三鷹駅→山本有三記念館（受付）→禅林寺→国立天文台→

龍源寺→野川公園→武蔵野の森公園→多磨駅（ゴール） 

・コ ー ス   

 国立天文台 

 

・募集人員  ２,０００名 ※おかげさまで募集定員に達しました。 

     

（６）記念入場券＜硬券＞を発売します 

三鷹駅開業８０周年を記念して、三鷹駅ゆかりの車両図柄を入れた三鷹 

駅入場券＜硬券＞発売します。 

・発売日時  ２０１０年６月２５日（金）７時００分～ 

       （なくなり次第終了となります） 

・発売箇所  三鷹駅びゅうプラザ前 

・発売枚数  ８００セット（１人 1 セット限定発売） 

・発売価格  １,３３０円 

・内  容  三鷹駅記念入場券 記念台紙付き 

（大人 130 円×７種類、小人６０円×７種類） 

      ＜車両図柄＞ 

・中央線（E233 系、201 系） 

・中央･総武線各駅停車（E231 系 0 番台） 記念入場券（イメージ） 

・東京メトロ東西線（E231 系 800 番台） 

・特急「かいじ」（E257 系） 

・特急「成田エクスプレス」（E259 系、253 系） 

 

（７）ご愛顧感謝プレゼントを実施します 

  三鷹駅をご利用いただいているお客さまに日頃のご愛顧の感謝を込めて記念タオルをプレゼン

トします。 

 ・実施日時  ２０１０年６月２５日（金）１０時００分～（なくなり次第終了となります） 

 ・内  容  三鷹駅で１回のご購入金額８,０００円以上のお客さまへ「三鷹駅開業８０周年記念

タオル」をプレゼントします。（先着８００名様） 



 

・対象商品  三鷹駅で取り扱っている全商品（きっぷ、定期券、旅行商品） 

・引換方法  三鷹駅びゅうプラザ窓口にてお渡しします。 

券売機をご利用のお客さまは領収書を窓口までお持ちください。 

 

４．「Dila 三鷹」のキャンペーン 
 

三鷹駅構内「Dila 三鷹」においても、「三鷹駅開業 80 周年記念 Dila 三鷹 

キャンペーン｣として、プレゼントキャンペーンや特別販売などを実施し、三 

鷹駅開業 80 周年を盛り上げます。 
  

  （１）「Dila 三鷹プレゼントキャンペーン」を実施します Ｄila 三鷹 

６月１日（火）～７月８日（木）の期間中の土曜･日曜限定で、「Dila 三鷹」の各店舗（特別販売

を除く）において、500 円以上商品をお買い上げいただいたお客さまにその場でシールくじを引

いていただき、「当たり」が出た方にはホテル宿泊招待券などの素敵な賞品をプレゼントします。

また、ダブルチャンスとして「はずれ」シールを 3 枚集めていただき応募はがきにてご応募いただ

くと、抽選で「びゅう商品券」が当たります。 

 

 （２）特別販売を実施します 

◆ 「いなりすし詰合せ」の販売＜豆
ま め

狸
だ

＞ 

６月１日（火）～ ６月７日（月） 三鷹駅改札内３Ｆコンコース 特設コーナー 

伝承の味で仕上げたふくよかな「揚げ」に包まれた「いなりすし」を詰合せ、昭和期の三鷹

駅と列車がイラストされた限定の掛紙を付け、80 周年にちなんで 800 円で販売します。 
 

◆ 限定商品等の販売 ＜ラッシュ＞ 

６月４日（金）～ ６月１０日（木） 三鷹駅改札内３Ｆコンコース 特設コーナー 

三鷹駅開業 80 周年限定商品マッサージバー「魔女の手ほどき」（1,000 円）の他、作り立

ての生パック、カラフルな入浴料、スキンケア、ヘアケア製品等様々なアイテムを取り揃え、

販売します。上記期間中、1,000 円以上お買い求めのお客さまに W スタンプをプレゼント

する嬉しい特典もご用意しています。 
   

◆「お楽しみ袋」の販売 ＜無印良品 com KIOSK＞ 

６月１９日（土） 三鷹駅改札内３Ｆコンコース 特設コーナー 

通常の価格で 2,000 円～3,000 円ほどのアイテムを袋に詰めたお買い得な「お楽しみ袋」

を 1,000 円（100 個限定）で販売します。 
 

◆ 三鷹の森ジブリ美術館「グッズ」の販売 

6 月２１日（月）～ ６月３０日（水） 三鷹駅改札内３Ｆコンコース 特設コーナー 

「三鷹の森ジブリ美術館」がぬいぐるみやステーショナリー他、ジブリグッズを期間限定で

販売します。 
 

◆ 三鷹駅開業 80 周年記念弁当の販売 ＜㈱日本レストランエンタプライズ＞  

６月２６日（土）～ ６月２７日（日） 三鷹駅改札内３Ｆコンコース 特設コーナー 

     厳選された食材を詰め込んだ、三鷹駅限定の開業記念弁当を 1,000 円（各日 300 個限定）

で販売します。 
   

 ◆ 「鉄道グッズ等」の販売 ＜㈱ＪＲ東日本リテールネット＞  

    ６月２６日（土）～ ６月２７日（日） 三鷹駅改札内４Ｆエスカレーター横 

中央線の主力電車であった「201 系」など、多くの鉄道ファンやご家族の皆さまに楽しんで

いただける鉄道グッズを販売します。 



 

   ◆ 中央線 201 系電車パンの販売 ＜日本ホテル㈱＞  

      ６月２６日（土）～ ６月２７日（日）及び ７月１日（木）～ ７月８日（木） 

三鷹駅改札内 3F コンコース 特設コーナー 

中央線 201 系をモチーフにしたパッケージに入ったオレンジの電車パンを 1,000 円で限定

販売します。パッケージの中には「行き先シール」も入っており、鉄道ファンやご家族にも

喜んでいただける商品となっています。 

 

 

また、「Dila 三鷹」全店舗において限定商品や割引商品の販売、お得なサービス等を実施します。

詳しくは、別紙｢キャンペーン店舗一覧｣をご覧下さい。 

 

 

  

 

 



 
別 紙

｢三鷹駅開業 80 周年記念 Dila 三鷹キャンペーン｣店舗一覧 

  

■ 特別販売 

  

 

■ 限定商品 

店舗名 内 容 

ニューデイズ 

①中央線 201 系三鷹駅開業 80 周年ストラップ （700 円）     

※三鷹駅 ニューデイズ Dila 三鷹店、キオスク Dila 三鷹店限定販売（数量限定）                     

②三鷹駅開業 80 周年タッチアンドゴー  

キオスク 

①中央線 201 系三鷹駅開業 80 周年ストラップ （700 円）     

※三鷹駅 ニューデイズ Dila 三鷹店、キオスク Dila 三鷹店限定販売（数量限定）                     

②三鷹駅開業 80 周年タッチアンドゴー  

おこわ米八 80 周年記念オリジナル弁当 （880 円） 

チキンファームデリ フライドチキンセット （480 円） 

千代田鮨 早旬符 いさき・かんぱち （800 円） 

マンスリースイーツ 

共楽堂：「真心焼き」  （80 円） ※6/1～6/30 限定                                    

Ｂｏｏｎｓ：「☆限定☆三鷹エクレアセット」 （800 円） ※6/1～6/30 限定 

～「中央線」・「総武線」・「東西線」に見立てた 3 本のエクレアセット 

おにぎり処 えんむすび 三鷹駅 80 周年記念弁当 （680 円） 20 個/日限定 

ミニワン・松蔵ポテト 
80 周年アニバーサリーセット：ごろっと芋の紫モンブランが入った、三鷹店オリジナルセットを一日数量限定

で販売 （800 円） 

クイーンズアイ三鷹 
瑞花 お楽しみ袋：6/14～販売開始(数量限定) ※なくなり次第、終了となります （1,050 円） 

 ※1,550 円分の商品が入っています 

リラクゼ 
三鷹店 Original ブレンドオイル使用の「アロマフルトリートメント」60 分（8,925 円）、90 分（12,075 円）、120 分

（15,225 円）。                                                             

ラッシュ マッサージバー「魔女の手ほどき」限定販売 （1,000 円）  ※なくなり次第終了となります 

ブックエキスプレス 
A Famous Town of  MITAKA ：中央線(三鷹)の鉄道書籍、ガイド雑誌、「太宰治」など三鷹にまつわる著者

などのフェア展開 （400 円～）                                                   

ステーション スイーツ 6/4～6/17 八天堂(禅ドーナツ) 「オレンジピール」 （230 円）  ※催事 

店舗・販売者名 
販売 

開始 
～

販売 

終了 
販売箇所 販売品目など 

豆
ま め

狸
だ

6/1 ～ 6/7 
3F 

コンコース
三鷹駅開業 80 周年記念いなりすし詰合せ （800 円） 

ラッシュ 6/4 ～ 6/10 
3F 

コンコース

三鷹駅開業 80 周年限定商品マッサージバー「魔女の手ほどき」 （1,000 円)

の販売                                            

6/4～6/10 の期間中、1,000 円以上お買い求めのお客さまに W スタンプのプ

レゼント 

ステーションスイ

ーツ 
6/4 ～ 6/17 

3F 

コンコース
八天堂(禅ドーナツ) 「オレンジピール」販売 （230 円）               

無印良品

comKIOSK 
6/19 ～ 6/19 

3F 

コンコース

三鷹駅開業 80 周年記念、お得な「お楽しみ袋」の販売 （1,000 円）  

※ 100 個限定。通常のお値段で 2,000 円～3,000 円ほどのアイテムを袋に

詰めた、特別セットです。                                 

三鷹の森ジブリ美

術館 
6/21 ～ 6/30 

3F 

コンコース
ぬいぐるみ、ステーショナリー他ジブリグッズを期間限定販売 

㈱日本レストラン

エンタプライズ 
6/26 ～ 6/27 

3F 

コンコース
三鷹駅開業 80 周年記念弁当の販売 （1,000 円） 各日 300 個限定 

㈱JR 東日本リテ

ールネット 
6/26 ～ 6/27 

4F エスカ

レーター横

中央線 201 系ほか鉄道グッズの販売   

※ 201 系携帯ストラップ（700 円）、「三鷹駅」ほか駅名キーホルダー500 円等

6/26 ～ 6/27 
日本ホテル㈱ 

7/1 ～ 7/8 

3F 

コンコース
中央線 201 系電車パンの販売（1,000 円） 



  

 

 

■ 割引商品 

店舗名 内 容 

豆
ま め

狸
だ

いなりすし詰合せ商品 （800 円） ＜通常価格 840 円＞                                 

フロプレステージュ 期間限定 6/24（木）～6/30（水）  ナッツのタルトレット （80 円） ＜通常価格 84 円＞ 

無印良品 com KIOSK いちごのブールドネージュ（189 円）とドリンク（94 円～）の同時購入で、それぞれ 10％OFF 

アール・エフ・ワン セレク

ト 

①2 人で愉しむ SOZAI セット 80 周年記念 80 円引き （1,176 円） ＜通常価格 1,256 円＞            

②30 品目のサラダ 30 円引き 100g （368 円） ＜通常価格 398 円＞   

おこわ米八 豚生姜焼き弁当 （630 円） ＜通常価格 683 円＞ 

チキンファームデリ 
①ガーリック弁当 （630 円） ＜通常価格 680 円＞                                    

②フライドチキン  （168 円） 数量限定 100 ピース ＜通常価格 210 円＞ 

シェ・リュイ スイートポテト 4 個入り （1,260 円） ＜通常価格 1,386 円＞ 

ラトリエクルール 36 
スティックケーキよりどり 6 本セット （880 円）   

120 円～180 円の中でどのケーキを選んでも 6 本で 880 円。最大 200 円のプライス OFF！!   

マンスリースイーツ 「お得なセット」 （1,050 円） ＜通常価格 1,170 円＞ 

ベーグル＆ベーグル Ｂ＆Ｂバラエティーセット：お好きなベーグル 5 個とマフィン 1 個 （980 円） ＜通常価格 1,010 円＞ 

クイーンズアイ三鷹 イタリアヴェネスト ベッリーニカクテル 750ｍｌ （1,580 円） ＜通常価格 1,890 円＞ 

セサビー レッグアクセ （105 円）  限定 400 足 ＜通常価格 367 円＞ ※なくなり次第終了となります 

グロッサリーコート セル

フィユ 

彩果実ジャム（お砂糖不使用ジャム）：ストロベリーと甘夏マーマレード小サイズのセット （800 円）  

＜通常価格 840 円＞ 

石焼ごはん倶楽部 生ビールを半額にてご提供 （210 円） ＜通常価格 420 円＞ 

スープストック トーキョー 三鷹駅開業 80 周年記念カレーセット（カレーライス＋ソフトドリンク） 800 円 ＜通常価格 970 円＞       

 

■ お得なサービス等 

店舗名 内 容 

彩花庵 商品をご購入のお客さまに「わかめ」または「あげ玉」どちらか一品無料サービス 

シェ・リュイ 
①6/1～10 ミロワールショコラ （1,134 円）、②6/11～20 シャルロットフレーズ （945 円）、③6/21～30 サ

ントノーレキャラメル （840 円）、④7/1～8  代官山モンブラン （882 円） 

ミニワン・松蔵ポテト 

ミニワン：先着 300 名さま、500 円以上お買い上げのお客さまに「キッチンクリップ」プレゼント  

※なくなり次第、終了となります                                                

松蔵：先着 300 名さま、800 円以上お買い上げのお客さまに「竹製スプーン・フォーク」プレゼント  

※なくなり次第、終了となります   

スープストック トーキョー 三鷹駅開業 80 周年記念袋：冷凍スープ 180ｇ×8 袋＋冷凍保冷バック （4,000 円）                
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