2019 年 7 月 19 日
東日本旅客鉄道株式会社
八 王 子 支 社

開催中！「中央線開業 130 周年記念キャンペーン」をますます盛り上げます
1889 年（明治 22 年）に甲武鉄道として新宿～立川間（4 月 11 日）
、立川～八王子間（8 月 11 日）
が開業してから、中央線は 130 周年を迎えています。お客さま・地域の皆さまへ感謝の気持ちを込め、
4 月よりキャンペーンを開催しておりますが、八王子駅が開業した 8 月 11 日にあわせ、新たなイベント
や記念グッズ等を追加し、更にキャンペーンを盛り上げます。

１. ラッピングトレインのヘッドマーク変更
4 月より「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トレイ
ンを運行しておりますが、ヘッドマークを変更し、装い新たにキャンペーンを盛り上げます。
■対象車両：E233 系（10 両・１編成）
■新ヘッドマークでの運行期間：2019 年 7 月 22 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
新ヘッドマークデザイン
中央線のオレンジをベースに、開業 130 周年を迎える八王子駅をイメージし、かつて八王子駅前に設置されていた「織
物のまち」を象徴するモニュメントや八王子駅駅舎、八王子市の「市の木」であるイチョウのシルエットを配したデザイ
ンとしました。

【ラッピングトレイン（イメージ）
】

【新ヘッドマークデザイン（イメージ）
】

２. 八王子駅開業 130 周年記念イベント
8 月 11 日（日・祝）に八王子駅が開業 130 周年を迎えることを記念して、各種イベントを開催します。
八王子駅開業 130 周年記念セレモニー
八王子市長はじめ来賓の方をお迎えし、東京交響楽団による金管五重奏や八王子車人形の公演など、開業 130 周年を賑やか
に祝うセレモニーを開催します。
■開催日：8 月 11 日（日・祝）

■時間：13：00～13：30

八王子駅開業 130 周年記念 キーワードラリー

■場所：八王子駅コンコース

八王子駅や八王子の街にある

劇場版「新幹線変形ロボ シンカリオン」
Ｅ5 はやぶさ握手＆撮影会

4 つのチェックポイントに掲出

「シンカリオン Ｅ5 はやぶさ」がセレオ八王子に登場し、握

されたポスターに書かれている

手会や記念撮影会を実施します。

中央線クイズに答えてキーワード

■開催日：8 月 10 日（土）

を集めるとオリジナルグッズを
■チェックポイント：八王子駅みどりの窓口前、子安神社
プレゼントします。
いちょうホール（八王子市芸術文化会館）
、セレオ八王

■時間：11：00/13：30/15：30（各回先着 80 名様）

■期
間：8
月 2 日（金）～8 月 11 日（日・祝）
子北館
5 階レストスペース
■景品引き換え場所：八王子インフォメーションセンター

※参加整理券が必要です。お一人様 1 枚のお渡しです。

■場所：セレオ八王子北館 9 階セレオガーデン
※参加整理券は当日 10 時よりセレオ八王子北館 2 階エント

※景品は先着 2,000 名様限定です。
ランス付近にて配付、11 時以降はセレオ八王子北館 9 階セ
■景品引き換え時間：10：00～17：00
※詳細は専用パンフレットをご覧ください。
レオガーデンにて配付します。
※景品は先着 2,000 名様限定です。在庫がなくなり次第終了します。※対応時間はチェックポイントごとに異なります。※
詳細は専用パンフレットをご覧ください。

※カメラはご持参ください。

中央線・八王子駅開業 130 周年歴史写真展

お子さまイベント

中央線や八王子駅の歴史を感じる写真を展示します。

駅社員や乗務員によるお子さま向けイベントを開催します。

■期間：8 月 2 日（金）～8 月 11 日（日・祝）

■期間：8 月 11 日（日・祝）

■時間：10：00～21：00（最終日は 19：00 まで）

■場所：セレオ八王子北館 2 階イベントスペース

■場所：セレオ八王子北館 5 階レストスペース

◇こども駅長制服撮影会

プラレールあみだくじ・プレイランド

◇紙パックトレイン制作

時間：11：00～13：00/13：30～16：00
プラレールで遊ぶお子さま向けイベントを開催します。
■開催日：8 月 12 日（月・振休）
■時間：10：00～17：00
■場所：セレオ八王子北館 9 階セレオガーデン
※ご参加には当日のセレオポイントカードご利用レシート
のご提示が必要です。

牛乳パックを使って、電車をつくってみよう！
時間：11：00～13：00
◇車掌体験
発車ベルや放送など車掌の仕事を体験しよう！
時間：13：30～16：00
◇中央線開業 130 周年すごろく

※お子さま限定のイベントです。

中央線を走っていた電車の写真を使用したすごろくで

※両イベントともにお一人様各 1 回限りのご参加です。

遊ぼう！

※プラレールあみだくじは先着 500 名様となります。

時間：13：30～16：00

※プレイランドは混雑時、入替制となります。

※参加人数には限りがあります。
※カメラはご持参ください。

３. 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 750ml」…65 名さま
■チェックポイント：八王子駅みどりの窓口前、子安神社
【B 賞】山梨県産品詰め合わせ…65 名さま
いちょうホール（八王子市芸術文化会館）
、セレオ八王
【てっぱく賞】鉄道博物館ペア入場券…130
組 260 名さま
子北館 5 階レストスペース
■応募方法：
「中央線開業 130 周年記念キャンペーン」専用パンフレットの応募はがきから、
■景品引き換え場所：八王子インフォメーションセンター
アンケートに答えてご応募ください。８月３１日（土）当日消印有効
【ラフィーユ 樽甲州】

■景品引き換え時間：10：00～17：00

４. ※景品は先着
Twitter キャンペーン「中央線が好きだ。
」PRESENTS 中央線川柳大募集！！
2,000 名様限定です。在庫がなくなり次第終
中央線にまつわる川柳を Twitter にて募集します。中央線沿線にお住まいの志茂田景樹さんや八王子駅長
了します。※対応時間はチェックポイントごとに異なりま
が応募作品の中から中央線愛溢れる作品を選考します。入賞者にはびゅう商品券や中央線開業 130 周年記
す。※詳細は専用パンフレットをご覧ください。
念ロゴキーホルダー等をプレゼントします。
■お
題：中央線や中央線沿線の街に関すること
■応募期間：7 月 23 日（火）～8 月 18 日（日）
■応募方法： ①公式アカウント「中央線が好きだ。
」
（＠chuosuki）を検索してフォロー。
②川柳をハッシュタグ「♯中央線が好きだ」
「♯中央線川柳」の 2 つをつけて投稿。
※応募作品は応募者ご本人が著作権を含むすべての権利を有するオリジナル作品に限ります。
※入賞発表後、入賞作品の著作権は主催者（JR 東日本八王子支社）に帰属します。

■賞品内容：
【金賞】びゅう商品券 8 万円分 ················· 1 名さま（志茂田景樹さん選考）
【銀賞】びゅう商品券 1 万円分 ··················· 5 名さま（八王子駅長選考）
【鉄銅賞】
〔オジコ〕UCHU-O-SEN（うちゅうおうせん） 親子ペア T シャツ ··10 組２０名さま
【130 周年賞】びゅう商品券 1,000 円分・中央線開業 130 周年記念ロゴキーホルダー 130 名さま
■入賞作品発表時期：９月下旬（入賞者には準備でき次第、賞品を発送）

〔金賞選考者 志茂田景樹さん〕

鉄銅賞：101 系をモチーフとした電車が
宇宙を駆け抜ける UCHU-O-SEN
（うちゅうおうせん）の親子ペア T シャツ

小説家・タレント。武蔵境在住。
絵本などの読み聞かせ活動も行っている。Twitter
フォロワー数 41 万人。
Twitter 上での人生相談で
は真摯かつ心温まる回答が話題。不登校の子供支
援など社会的活動も行っていた。

５. 中央線開業 130 周年記念商品・催事販売
中央線開業 130 周年記念の鉄道グッズや駅弁、期間限定の催事販売を行います。
(1)中央線開業 130 周年記念グッズ各種販売
■販売期間：8 月 11 日（日・祝）～無くなり次第終了（数量限定）
■販売箇所：吉祥寺～八王子駅間の NewDays、NewDaysKIOSK の各店舗
※一部取扱いのない店舗もございます。また店舗により取扱内容が異なります。
※詳細は㈱JR 東日本リテールネットの Twitter（@newdays_jp）で公開予定です。

(2)八王子駅限定 中央線×京王電鉄コラボグッズ販売
■販売期間：8 月 11 日（日・祝）～無くなり次第終了（数量限定）
■販売箇所：NewDays 八王子店

中央線開業 130 周年記念帆布トートバッグ

※詳細は㈱JR 東日本リテールネットの Twitter（@newdays_jp）で公開予定です。

(3)鉄道グッズ催事販売
アクリルキーホルダー
■販売期間：8 月 9 日（金）～8 月 11 日（日・祝）無くなり次第終了（数量限定）
■販売時間：10：00～17：00
■販売箇所：NewDays 八王子店店舗前

アクリル時計

(4)中央線開業 130 周年記念駅弁
掛け紙には２０１系車両の写真や中央線 130 周年記念および
中央線開業 130 周年記念
八王子駅 130 周年記念のロゴマークを使用し、
「うど醤油漬け」
ミニチュア方向幕（マグネット付き）
「マス信州味噌漬焼」
「姫皮竹の子と野沢菜のお浸し」など中央線
になじみの深い食材を用いた弁当となっております。
■販売日時：8 月 11 日（日・祝）午前 7：00～無くなり次第終了（200 個限定）
■販売箇所：EKIBENYA 八王子店（八王子駅改札内）
■販売価格：1,150 円（税込）
※詳細は㈱日本レストランエンタプライズホームページ
（URL: https://www.nre.co.jp/）で 7 月末公開予定です。
※すべての商品について、内容が変更となる場合があります。

６. 八王子駅開業 130 周年記念「八王子駅お買いものラリー」

（イメージ）

八王子駅の対象店舗でお買い物をすると、抽選で八王子や中央線 130 周年にちなんだ
賞品が当たるキャンペーンを開催します。
■期間：8 月 2 日（金）～8 月 11 日（日・祝）
■参加方法：期間中、八王子駅の店舗で税込 200 円以上お買い上げのレシート２枚
（別々の店舗）
、セレオ八王子の対象店舗で税込 1,000 円以上お買い上げのレシート
１枚合計 3 枚を集めていただくと 8 月 11 日（日・祝）に開催される抽選会に参加
できます。※先着 1,000 名様限り
（利用店一例「うかい 鳥山」
）
■抽選会：セレオ八王子北館２階エントランス
8 月 11 日（日・祝）10：00～21：00
■対象店舗：八王子駅の NewDays、NewDaysKIOSK、マンスリースイーツ、
ギフトガーデン、やまたまや、ベックスコーヒーショップ、ハニーズバー、
メープルハウス、いろり庵きらく、EKIBENYA、あじさい茶屋および
セレオ八王子北館２～１０階の店舗
（クリアファイル）
■賞品：
【特賞】うかいグループ共通御食事券 2 万円分・・・・・・・・・・・・・・・・3 名さま
【中央線 130 周年賞】中央線開業 130 周年記念第 1 弾クリアファイル・・・100 名さま ほか

7. その他
中央線開業 130 周年記念イベントの情報や、グッズ情報を掲載したパンフレットを
中央線沿線の主な駅及び首都圏の一部の駅に 7 月 22 日（月）以降順次掲出します。

