2019 年３月 22 日
東日本旅客鉄道株式会社
八 王 子 支 社

「中央線開業 130 周年記念キャンペーン」を開催します

1889 年（明治 22 年）に甲武鉄道として新宿～立川間※１（4 月 11 日）
、立川～八王子間※２（8 月
11 日）が開業してから、中央線は 2019 年で 130 年を迎えます。
これを記念して、八王子支社では 2019 年 4 月６日（土）～８月 31 日（土）の約５箇月間に亘って
「中央線開業 130 周年記念キャンペーン」を開催し、これまで中央線をご愛顧いただいているお客さま
へ感謝の気持ちをお伝えします。
※１ 開業時の駅…中野、境（現・武蔵境）
、国分寺、立川

※2 開業時の駅…八王子

１. キャンペーン期間
2019 年４月６日（土）～８月 31 日（土）

２. 記念ロゴマーク
「つなぐ」
をキーワードに、
中央線のラインカラーである
「オレンジ色」
をテーマにした立川駅社員デザインの記念ロゴマークです。マーク全体を
取り囲む路線図と列車のループデザインは「過去・現在・未来」をつなぐ
象徴としての中央線を、またマーク中央に配したビル群と森林は「都市部
と郊外」をつなぐ路線の特徴を表現しました。キャンペーン期間中、様々
な場面に登場します。
【記念ロゴマーク】

３. ラッピングトレイン

現在中央線で運行している E233 系車両に「中央線＝オレンジの電車」として馴染み深い 201 系車両を
モチーフにしたラッピングを施し運行します。先頭には記念ロゴマークをヘッドマークとして取り付けます。
また期間中、新たなヘッドマークに変更予定です。詳細は決定次第発表いたします。
■対象車両：E233 系（10 両・１編成）
■運行期間：2019 年４月８日（月）～８月 31 日（土）
■運行区間：中央線（東京～高尾・大月間） ※一部、青梅線（立川～青梅間）でも運行

【ラッピングトレイン（イメージ）
】

４. プレゼント企画「130 周年ありがとうキャンペーン！！」
日頃の中央線ご愛顧への感謝を込めて、中央線ゆかりの産品等を抽選でプレゼントいたします。
■賞品内容：
【A 賞】山梨県産ワイン（まるき葡萄酒ラフィーユ樽甲州）…65 名さま
【B 賞】山梨県産品詰め合わせ…65 名さま
【てっぱく賞】鉄道博物館ペア入場券…130 組 260 名さま
■応募方法：
「中央線開業 130 周年記念キャンペーン」専用パンフレット（３月 22 日以降順次掲出）の
応募はがきから、アンケートに答えてご応募ください。

５. キャンペーン期間中のイベント
(1) 武蔵境駅
武蔵境駅開業 130 周年と nonowa 武蔵境開業６周年を記念して、駅とショッピングセンターnonowa
でコラボレーションしたイベントを開催します。
武蔵境駅開業 130 周年記念展示
・中央線歴史写真展
・中央線 201 系モチーフ 顔出しパネル
・記念メッセージウォール

中央線ビールフェスティバル 2019

中央線の歴史を辿る、数々の写真を展示するほか、201

■時 間：平日…16：00～20：00

系車両をモチーフにした顔出しパネルや、お客さまの思い
出メッセージを集めた記念メッセージウォールを設置

いたします。

中央線沿線のブルワリーが大集合。地元のクラフトビール
が楽しめる４日間です。
■期 間：４月 11 日（木）～14 日（日）
土日…11：00～20：00
■場 所：境南ふれあい広場公園（武蔵野プレイス前広場）
※小雨決行、荒天中止

■期 間：４月６日（土）～４月 14 日（日）

■入場料：無料 ※ビール等の購入は別料金です。

■展示場所：武蔵境駅構内

■その他：４月 13 日（土）は、むさしの FM 協力の

■参加費：無料

ライブイベント実施。
（出演ミュージシャン：松本英子他）
※雨天時に、ライブ中止の場合あり

nonowa 武蔵境 記念きっぷくじキャンペーン
下記対象期間中に、nonowa 武蔵境各店舗でご利用にな

鉄道グッズ販売

ったレシート（税込 1,000 円以上）を抽選期間中にお持

鉄道モチーフのグッズを数多く発売します。

ちいただくと、懐かしい「硬券」を利用した抽選会にご参

■期間：４月 13 日（土）

加いただけます。

■時間：1０：00～１７：00

■抽 選 期 間：４月 11 日（木）～４月 14 日（日）

■場所：クイーンズ伊勢丹武蔵境店前

※レシート対象期間：４月６日（土）～４月 14 日（日）

（nonowa 武蔵境 WEST）

【鉄道グッズ一例】
（イメージ）

■時 間：12： 00～18：00
■抽選場所：nonowa 武蔵境 WEST クイーンズ伊勢丹前

中央線開業 130 周年記念 さかいマルシェ

※「記念きっぷくじ」の裏面に記載されている番号で素

地元の食材や地域の人気店の商品が盛りだくさんのマル

敵な賞品が当たります。※1,000 円（税込）毎に 1 回

シェを開催します。

参加できます。※「記念きっぷくじ」はお持ち帰りいた

■日 時：４月６日（土）11:00～14:00 ※雨天中止

だけます。

■場 所：境南ふれあい広場公園（武蔵野プレイス前広場）
■入場料：無料 ※商品購入は別料金です。

むさしさかい鉄道フェスタ
こども駅長制服撮影会や車掌体験など、楽しいイベントが
盛りだくさん。
【メインビジュアル】

【賞品の一例】
（イメージ）

■日 時：６月８日（土）10：00～15：30
※入場は 15：00 まで

※予定

■場 所：nonowa 武蔵境
■参加費：無料
【記念きっぷくじ】
（イメージ）

■共 催：西武鉄道㈱多摩川線管理所 ※予定

(2) 国分寺駅
国分寺駅開業 130 周年を記念したイベントを開催します。４月 13 日（土）には“ぶんじほたるホッチ
（国分寺市キャラクター）
”
、
“レイルくん・スマイルちゃん（西武鉄道(株)キャラクター）
”
“モモずきん（JR
の山梨キャラクター）
”も応援にかけつけます。
■開催日：４月 13 日（土） ※「中央線歴史写真展」のみ４月 12 日（金）～17 日（水）
■場 所：cocobunji プラザ（国分寺駅北口）
■参加費：全て無料
駅員体験（マジックハンド体験）

中央線歴史写真展
国分寺駅開業 130 周年を記念して、国分寺駅の歴史を感
じられる写真展を開催します。

駅員が線路上の落し物を拾う際に使用するマジックハン
ドの体験ができます。
■時間：12：00～16：00

■時間：９：00～22：00

■場所：セミナールーム

※4/17 のみ 16:00 まで
■場所：リオンホール前
【写真展（イメージ）
】

ぬりえ・ペーパークラフトコーナー
お子さまでも楽しめる、電車のぬりえ・ペーパークラフト
のコーナーです。

こども駅長制服撮影会

■時間：10：00～14：00

駅長の制服を着て、記念撮影が

■場所：セミナールーム

できるコーナーです。

■共催：西武鉄道(株)

■時間：10：00～14：00
■場所：リオン広場

【こども駅長制服（イメージ）
】

■共催：西武鉄道(株)

「宇宙×鉄道」イラストコンテスト

※雨天時は場所を変更する場合があります

「宇宙×鉄道」がテーマの作品の表彰式を開催します。

※カメラはお客さまご自身でご用意ください

※最優秀・優秀作品は４月12 日（金）～17 日（水）10：00～19：00 にセミナールームで展示。

■時間：13：30～14：00
■場所：リオンホール
■主催：国分寺市
つちや れ お

国分寺駅長と国分寺市観光大使・土屋礼央氏の
トークショー
国分寺駅長と土屋礼央氏が「鉄道の視点で語るまちの魅
力」をテーマにトークを展開
■時間：14：30～15：30
■場所：リオンホール

鉄道グッズ発売
鉄道モチーフのグッズを数多く発売します。
■時間：1０：00～1６：00
■場所：セミナールーム前

■主催：国分寺市

【鉄道グッズ一例】
（イメージ）

駅からハイキング
【JR 国分寺駅開業 130 周年記念】こくぶんじの恋と歴史と文化をめぐる春の探訪
JR 国分寺駅開業と国分寺村誕生から 130 年、国分寺市の名前の由来である国史跡武蔵国分寺跡周辺の歴史・文化、恋の
伝説が残る恋ヶ窪、日本の宇宙開発の扉を開いた発祥の地をめぐる見所満載のコースです。
■開催期間：４月 10 日（水）～５月６日（月・祝）
■所要時間：約３時間（約 6.5Km）
■予 約：不要

■受付場所：cocobunji プラザ 総合案内

■受付時間：10：00～12：00

【国史跡武蔵国分寺跡】
【国史跡武蔵国分寺跡】
（イメージ）
（イメージ）

(3) 立川駅
立川駅開業 130 周年を記念して各種イベントを開催。キャンペーン期間中に運行するラッピングトレイ
ンの展示イベントも実施します。
■開催日：４月 13 日（土） ※「鉄道古物販売会（入札方式）
」のみ４月 21 日（日）開催
ラッピングトレイン展示イベント

こども駅長制服撮影会

立川駅２番線（青梅線ホーム）に 201 系電車をモチーフ

駅長の制服を着て、記念撮影ができるコーナーです。

にしたオレンジ色のラッピングトレイン
（E233 系10 両）
を展示します。展示車両内では「中央線歴史写真展」
、
「
『中

■時間：10：00～15：00

央線が好きだ。
』ポスター展」
、東京観光情報センター多摩

■場所：立川駅自由通路

による「中央線沿線観光案内」を開催します。

（グランデュオ立川正面口横）
※カメラはお客さまご自身でご用意ください
【こども駅長制服】
（イメージ）

■時 間： 11：00～14：00
■場 所：立川駅２番線（青梅線ホーム）
■参加費：無料

鉄道グッズ販売

運転士・車掌体験（受付終了／満員御礼）

鉄道をモチーフとしたグッズを

運転シミュレータや、車掌が実際に使用している発車ベル

数多く販売します。

の操作などが体験できます。
■時 間：10：00～17：00
■時 間：10：00～15：00

【鉄道グッズ一例】
（イメージ）

■場 所：立川駅自由通路（グランデュオ立川正面口および

■場 所：立川駅自由通路（びゅうプラザ前）

東改札ベックスコーヒーショップ横の臨時売店）

■参加方法：100 名さま限定の事前応募制（受付は終了しております。）

※グランデュオ立川正面口横では 4/14（日）も販売

中央線１３０周年×グランデュオ立川 20 周年特別企画 「鉄道古物販売会（入札方式）
」
中央線等で活躍した鉄道車両の部品を対象に販売会（入札方式）を実施します。
■日 時：4 月 21 日（日） ■場 所：グランデュオ立川８F

※詳細はグランデュオ立川より後日発表

(4) 八王子駅
八王子駅開業 130 周年を記念して、8 月２日（金）～４日（日）開催の八王子まつりとコラボレーション
したイベントを開催予定です。
■開催期間：８月２日（金）～11 日（日）予定

※イベントの内容は決定次第発表します。

６. 記念スタンプ
中央線開業 130 周年記念の、各駅社員デザインによる限定スタンプを作成しました。専用パンフレット
には、スタンプ押印欄を設けています。※スタンプラリーではございません。
■設 置 駅：武蔵境駅、国分寺駅、立川駅 ※設置時間は各駅で異なります。
■設置期間：３月 25 日（月）～８月 31 日（土）

武蔵境駅

国分寺駅

立川駅

【設置場所】nonowa 武蔵境 EAST 内

【設置場所】みどりの窓口前

【設置場所】西改札横（改札外）

【設置時間】７：00～22：00

【設置時間】初電～終電

【設置時間】初電～終電

７. 記念グッズ
懐かしの車両や、中央線開業 130 周年記念のロゴをモチーフにしたグッズやスイーツ、中央線開業 130
周年記念駅弁など、今だけの商品が目白押しです。
(1) 中央線開業 130 周年記念グッズ（吉祥寺駅～八王子駅間の NewDays、NewDaysKIOSK の各店舗
※一部取り扱いのない店舗もございます）
中央線のラインカラーであるオレンジ色や、懐かしい車両がデザインされたグッズなどを販売します。
また開業駅限定グッズ（武蔵境駅・国分寺駅・立川駅）の販売も行います。
■販売期間：4 月 13 日（土）～無くなり次第終了
※詳細は㈱JR 東日本リテールネットの Twitter で公開予定
＜商品一例＞

【キャップ】

【130 周年ロゴキーホルダー】

【パーカー】

【クリアファイル】
※画像はすべてイメージです。

(2) 中央線開業 130 周年記念駅弁（新宿駅、国分寺駅、立川駅）
新宿、国分寺、立川の各駅のオリジナル掛紙で記念駅弁を販売します。
■販売価格：1,180 円（税込）
■販売箇所および販売期間
いただき

新宿駅「駅弁屋 頂 」
4 月 11 日（木）～14 日（日）
国分寺駅「セレオ国分寺１F 催事スペース 」 4 月 13 日（土）～14 日（日）
立川駅「穂まれやエキュート立川エキナカ EAST 店」 4 月 13 日（土）～14 日（日）
※詳細は株式会社日本レストランエンタプライズ（NRE）ホームページ上で 4 月上旬公開予定
（URL: https://www.nre.co.jp/）

(3) 中央線開業 130 周年記念商品（エキュート立川及び立川駅自由通路臨時販売）
エキュート立川一部ショップにおいて中央線開業 130 周年をテーマにした記念商品（デリ＆スイーツ
等）を販売します。
■販売期間：4 月 1 日（月）～4 月 21 日（日）※アンファンは 4 月 14 日（日）まで
＜商品一例＞

【うちゅうおうせん（T シャツ）
】

【中央線 130 周年記念クッキー詰合せ】

【でんしゃくん】

【栗かのこケーキ あずさパッケージ】

OJICO

アンファン

アンテンドゥ

小布施堂

大人サイズ 5,400～円（税込）

1 箱 1,080 円（税込）

１個 300 円（税込）

1 箱 1,296 円（税込）

子供サイズ 3,888～円（税込）
※画像はすべてイメージです。

８. 宣伝展開
当キャンペーンの情報はポスター、パンフレットのほか、首都
圏のトレインチャンネル（車内モニター広告）で PR します。
ポスター
中央線のラインカラーであるオレンジ色をベースに、中央線
の歴史を感じられる数々の写真をデザインしたポスターを２
種類作成しました。首都圏の主な駅に、３月 25 日（月）以降
順次掲出いたします。

【記念ポスター①】

【記念ポスター②】

パンフレット
中央線開業 130 周年を記念して各駅で開催されるイベン
トや、当キャンペーンに伴う様々な情報が盛りだくさんのパ
ンフレットです。記念ポスター①のビジュアルをもとにした
表紙が目印で、首都圏の主な駅に３月 22 日（金）以降順次
掲出いたします。
【記念パンフレット】

