
「鉄道の日」に合わせたイベントを開催します 
 

 

 

 

 

2018 年 9 月２０日 

JR 東日本長野支社 

 

 

 
 
 

 

 

 

長野駅開業１３０周年記念「鉄道の日」フェア 
 

日 時 ：2018 年 10 月 13 日（土） 10：00～15：00 

会 場 ：長野駅（善光寺口駅前広場、東口駅前広場、自由通路、駅構内）他 

内 容 ：・ステージイベント                               【善光寺口駅前広場】 

        オープニングセレモニー（一日駅長委嘱式等） 

        栗田保育園園児による歌の発表 

地元学生による演奏 

櫻ケ岡中学校吹奏楽部、長野高校吹奏楽班、 

長野西高校合唱班・吹奏楽班 

        NAGANO Starions のチアリーディング 

        長野駅開業 130 周年記念ミニ検定 

長野県 PR キャラクター「アルクマ」撮影会 

         獅子舞 

       ・長野駅開業 130 周年記念写真展                   【自由通路】 

            ・お楽しみふれあいコーナー（射的、輪投げ、水ヨーヨー釣り）       【善光寺口駅前広場】 

・211 系入換車両体験乗車           【長野駅～長野総合車両センター】 

・新幹線車両側面エンブレム(E2 系あさま号)、新幹線パンタグラフ(E7 系)、トロリ線、 

線路点検用レールスターの展示・踏切非常ボタン操作体験           【東口駅前広場】 

・Ｎゲージ走行・展示、ミニミニ運転シミュレーション（14：30 まで）    【自由通路】 

・駅社員作成による旧長野駅仏舎型駅舎ちぎり絵・メッセージ展示    【自由通路】 

・「信州 100stories」謎解きラリーの実施            【フェア会場全般】 
実施期間：10 月 13 日（土）～12 月 26 日（水）（13 日のみ最終受付 14：00） 

JR 長野駅の構内、駅前広場、MIDORI 長野、ホテルメトロポリタン長野等のさまざまな場所に「信州の魅力」

をインテリアやオブジェで演出した「信州１００stories」を活用した謎解きラリーを実施します。詳細は別途

お知らせいたします。 

「信州100stories」とは長野県・長野市・ＪＲ東日本グループが連携し、長野駅全体を舞台として信州

各地の魅力発信に取り組むプロジェクトです。長野駅、MIDORI長野、ホテルメトロポリタン長野、東西自由通路、

善光寺口駅前広場の各エリアで、常設展示に加え、季節など一定周期で展示・紹介内容が変わるコンテンツを設置

し、時節や四季折々の変化に富んだ信州の魅力を発信しています。 

            ・長野駅開業 130 周年記念入場券販売         【在来線改札内特設コーナー】 

 

10 月 14 日の「鉄道の日」に合わせ、ＪＲ東日本長野支社では長野駅、長野総合車両センター、

松本駅、塩尻スキルアップセンター(ＡＬＰＳ)において日頃の感謝を込めてイベントを開催いたし

ます。当日は、鉄道ファンのお客さまやご家族連れのお客さまにもお楽しみいただける様々な催し

を準備しております。是非、この機会に「鉄道の日」イベントをお楽しみください。 

〈イベントの様子〉（イメージ） 



 

 

 

 

今年の長野駅「鉄道の日」フェアでは、長野駅開業 130 周年を記念して歴代の長野駅舎が印刷された

「記念入場券（硬券）」を数量限定で発売いたします。この機会に、お買い求めください。 
 

１ 商 品 名 長野駅開業 130 周年記念入場券（硬券） 

２ 発売期間 2018 年 10 月 13 日（土）～2019 年３月 24 日（日） 
※売切れ次第発売は終了となります。 

３ 発売箇所 長野駅 

４ 発売時間 10 月 13 日（土）は臨時発売所で 10:00 から発売をいたします。詳しくは

以下の「発売初日について」をご覧ください。 

※10 月 13 日（土）15:00 以降は、みどりの窓口営業時間で発売します。 

５ 商品内容 歴代長野駅舎がデザインされた長野駅入場券（大人）５枚１セット（記念台紙付） 

６ 発売金額 700 円 

７ 有効期間 2018 年 10 月 13 日（土）～2019 年 3 月 24 日（日） 

※有効期間内の入場時刻から２時間以内１回限り有効 

８ 発売枚数 1,000 セット限定 

９ そ の 他 ・郵送での受付、発売はいたしません。 

・券番を指定してのご購入はできません。 

・お支払は現金のみとさせていただきます。（Suica 等の交通系 IC カードやクレジットカード等での

発売はいたしません。） 

・ご購入はお一人さま３セットまでとさせていただきます。 

・入場券で列車にご乗車いただくことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆駅弁祭りを開催！☆ 
長野駅、長野総合車両センターで各地の駅弁を集め販売いたします。 

 

■長野駅：在来線改札内 特設販売コーナー（10：30～売切れ次第終了） 
 

■長野総合車両センター：車両センター構内特設販売コーナー 

（10：30～売切れ次第終了） 

 

 

 

 

 

新幹線 E7 系弁当  牛肉どまん中  峠の釜めし   えび千両ちらし 

 

※その他にも多数ご用意いたしております。 

※都合により取扱いが変更となる場合がございます。 

   

〈記念入場券〉（イメージ） 

記念入場券発売 

発売初日（10 月 13 日）について 

■発売は 10：00 からを予定していますが、状況により発売時間を早める場合がございます。 

■混雑状況等により整理券を配布する場合がございます。 

 ≪整理券を配布する場合≫ 

  ・整理券配布時にご不在の方には、整理券をお渡し出来ない場合もございます。 

  ・整理券をお持ちでないお客さまにつきましては、整理券をお持ちのお客さまがご購入された後に、記念入場券を発売させていただきます。 

■お買い求めいただける枚数は原則としてお一人さま３セットとさせていただきます。 

■券番順の発売にならない場合がございます。 

■大規模な輸送障害等により、発売を中止する場合がございます。 

 

〈記念台紙〉（イメージ） 

長野駅開業 130 周年記念 特別企画  

☆信越線 130 周年記念号出発式☆ 

信越線（関山駅―長野駅―軽井沢駅）が開業 130

周年を迎えることを記念した「信越線開業 130 周

年記念号」の運行に合わせ、出発式を行います。 

■日時：10 月 13 日（土） 9:10～9:40 頃 

■場所：長野駅 3・5 番線ホーム 

 

 



 

 

  長野総合車両センター「ＪＲ長野 鉄道フェスタ」   
 

日  時 ： 2018 年 10 月 13 日（土） 10：00～15：00（最終入場は14：30 まで） 

会 場 ： 長野総合車両センター（長野市西和田） 

内 容 ： ・ミニＳＬ、ミニ新幹線Ｅ７系、ミニスーパーあずさ（E351 系・E257 系）運行  

       ・「リゾートエクスプレスゆう」車両、E353 系車両展示 

     ・電車床下探検隊 

     ・トラバーサー移動体験 

     ・レールスター乗車体験 

     ・コンプレッサー・パンタグラフ検査作業の公開 

     ・ブレーキ体験 

       ・信越線 130 周年記念資料室公開 

     ・射的 

       ・スタンプラリー 

       ・キーホルダーを作ろう 

       ・木工手作り教室 

     ・風船プレゼント 

       ・駅弁の販売 

※その他、楽しいイベントの数々を予定しております。 

 

 

 

 

 

◎長野総合車両センターへの交通案内 
   

会場及び周辺には駐車場はありません。お車でお越しの方は「長野運輸支局駐車場」をご利用ください

（台数に限りがございます）。また、長野運輸支局及び長野駅東口ユメリアバスパークから無料シャトルバ

スを運行しています。しなの鉄道北しなの線北長野駅から会場までは徒歩 15 分程度です。和田公園及び

近隣のお店、路上への駐車はご遠慮ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ミニＳＬ〉 （イメージ） 

※北長野貨物基地および会場周辺には駐車場はございません。 

〈イベントの様子〉（イメージ） 



 

松本駅「Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１８ Ａｕｔｕｍｎ～鉄道の日～」   
 

日  時 ： 2018 年 10 月 14 日（日） 10：00～15：00 

会 場 ： 松本駅（東西自由通路、駅構内）、MIDORI 松本店 

内 容 ： ・親子鉄道マン体験※親子限定：はがき応募による抽選               【駅及び駅周辺】 

     ・スタンプラリー                   【MIDORI 松本店・駅構内】 

※先着 200 名様、お一人さま 1 回まで、受付時間 10：00～14：00 まで 

       ・長野県 PR キャラクター「アルクマ」との記念撮影 【MIDORI 松本店・東西自由通路】 

※随時出演 

・縁日コーナー（商品が無くなり次第終了となります。）           【東西自由通路】 

※射的、ヨーヨー釣り、輪投げ、ぬり絵、ペーパークラフトのコーナーをご用意 

※上記各コーナー先着 400 名様、お一人さま 1 回まで 

・駅弁・グッズ等の販売 （売切れ次第終了となります。）       【東西自由通路】 

 ※アルピコ交通（株）鉄道事業部、（株）ステーションビル MIDORI、（株）JR 東日 

本リテールネット、（株）日本レストランエンタプライズによる物販ブースの出店 

・189 系車両の展示（車内で休憩やお弁当をお召し上がりいただけます） 【0 番線】 

・列車写真のパネル                    【MIDORI 松本店 ２F】 

       ・ぬり絵コーナー                     【MIDORI 松本店 ２F】 

 

※「親子鉄道マン体験」のお申込み方法 

 

普段は見ることのできない鉄道の仕事を見学・体験。所要時間は約３時間３０分。 

 親子３０組（約６０名）のお客さまを募集します。 

【親子鉄道マン体験】11：30～15：00 頃まで （昼食をお済ませの上お越しください。） 

 
 

◎応募方法 

郵便はがきに「代表者の氏名（ふりがな）」「郵便番号」「住所」「電話番号」 

「ご同伴者の氏名・年齢」を明記いただき、下記応募先へご郵送ください。 

※9月30日（日）消印有効 

※応募者多数の場合は抽選の後、当選された方へ招待状を発送いたします（１０月上旬）。 

応募先：〒390-0815長野県松本市深志1－1－1 ＪＲ東日本松本駅 

「親子鉄道マン体験」事務局宛 

お客さまからご提供いただく個人情報は当選者への連絡の目的で使用させていただきます。 

それ以外の目的で個人情報を使用したり、第三者へ個人情報を提供・開示することは一切ありません。 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

〈189 系〉（イメージ） 

〈E353 系〉（イメージ） 〈イベントの様子〉（イメージ） 



塩尻スキルアップセンター(ＡＬＰＳ) 

「鉄道せつび体験フェア」 
 

日  時 ： 201８年 10 月 20 日（土）  10：00～16：00（最終入場は 15：00 まで） 

21 日（日）  10：00～15：00（最終入場は 14：00 まで） 
  

会 場 ： 塩尻スキルアップセンター（ＡＬＰＳ） 
 

内 容 ： 小学生以上の親子（２名以上）を対象とした 

・メンテナンス設備の展示・見学 

・メンテナンス設備の体験 
 

◎塩尻スキルアップセンター（ＡＬＰＳ)への交通案内 
   

 

 

 

会場及び周辺には駐車場はありません。 

公共交通機関をご利用ください。ＪＲ 

中央線塩尻駅から会場までは徒歩 10 分 

程度です。塩尻駅及び近隣のお店、路上 

への駐車はご遠慮ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

小海線を走行する「HIGH RAIL 1375」車内でも 

「鉄道の日」に楽しいイベントを開催します♪ 

日  時 ：2018 年 10 月 14 日（日） 

内 容 ：ちょっぴりプレゼントのおもてなし（1 号・2 号・星空）、抽選会（1 号のみ） 

    「HIGH RAIL 1 号」小海駅～中込駅間の車内 ちょっぴりプレゼント・抽選会 

    「HIGH RAIL 2 号」中込駅停車中 ちょっぴりプレゼント 

    「HIGH RAIL 星空」野辺山駅停車中 ちょっぴりプレゼント 

 

 

【共通のご案内】2018 年９月現在のイベント情報です。各イベントについては、天候等の都合により

内容が中止、変更となる場合がございます。 

〈メンテナンス設備の体験〉 

（イメージ） 

※会場周辺には駐車場はございません。 Copyright©NTT 空間情報 All Rights Reserved 

〈HIGH RAIL 1375〉（イメージ） 


