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JR 東日本発足 30 周年を迎え ご愛顧をこめて
「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」を開催します
2017 年４月１日、ＪＲ東日本発足 30 周年を迎え、これまでのお客さまへのご愛顧をこめまし
て、今年もさいたま市と共同で「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」を開催します。
今年は、30 周年記念イベントとして、大宮駅西口イベントスペースにて、埼玉大学生によるエ
キコンを開催し、鉄道ふれあいフェアをより一層盛り上げます。
また、来年４月に栃木県内で開催される大型観光キャンペーン「本物の出会い 栃木」デスティ
ネーションキャンペーンを迎えるにあたり、新宿駅と東武日光駅・鬼怒川温泉駅を結ぶ特急「日
光号」「きぬがわ号」の 253 系を試乗列車として運転します。
車両センター内でのイベントの他、大宮駅や、駅の東口や西口のまちなかでも多数のイベント
を開催し、
「鉄道のまち大宮」の鉄道文化やまちを楽しんでいただけるよう企画しています。
各会場を巡って楽しむシールラリーもご用意しています。この機会にご家族連れで「鉄道のま
ち大宮」をご満喫ください。
１ 開催概要
（１）開催日
2017 年５月 27 日（土）
（２）場 所
① 車両センター会場
（大宮総合車両センター：埼玉県さいたま市大宮区錦町 1017 番地）
② 西口まちなか会場（鐘塚公園ほか）
③ 東口まちなか・大宮駅構内会場
（銀座通り、大宮駅コンコースほか）
（３）主 催
東日本旅客鉄道株式会社大宮支社、さいたま市
（４）共 催
日本貨物鉄道株式会社関東支社

２

オープニングイベント（大宮駅西口イベントスペース）
①

オープニングセレモニー
（９時 20 分～９時 50 分）
さいたま市・ＪＲによるオープニングセレモニーを行います。

②

ＪＲ東日本発足 30 周年記念コンサート エキコン＠OMIYA STATION
（10 時 00 分～10 時 30 分）
大宮駅西口イベントスペースにて、埼玉大学生の
アカペラサークル 「CHOCOLETZ」によるエキコンを
開催し、鉄道ふれあいフェアのスタートを盛り上げ
ます。
CHOCOLETZ（ﾁｮｺﾚｯﾂ）
総勢 120 人が所属する埼玉大学内最大規模の
アカペラサークルです。

３

各会場でのイベント概要

（１）車両センター会場（９時 30 分～15 時 30 分 ※入場は 15 時まで）
鉄道の魅力を満喫できる各種イベントをご用意しています。
① ＪＲ・東武直通特急 253 系試乗会
ＪＲ・東武の直通特急「日光号」「きぬがわ号」で使用している
253 系による試乗会を行います。
大宮総合車両センター内の試運転線により、約 1.7ｋｍを往復
走行します。
（乗車時間約 15 分）
運転時間は計９回を予定しています。
※

乗車には会場で配布する乗車券が必要です。

② ミニＳＬ・新幹線、遊覧列車の運転
大宮総合車両センターで製作したミニＳＬ（D51）、ミニ新幹線（E6 系・E7 系）や、E5 系新幹
線の遊覧列車にご乗車できます。

ミニＳＬ

ミニ新幹線

遊覧列車

③

車両展示、メンテナンス作業実演
2015 年にローレル賞を受賞した烏山線を走る蓄電池駆動電車ＡＣＣＵＭ（アキュム・ＥＶ-Ｅ
301 系）、電気機関車 EF65-501、ディーゼル機関車 DD51-842 などを展示します。また、日頃の大
宮総合車両センターで行っている車両メンテナンス作業を実演します。

ＡＣＣＵＭ（ＥＶ-Ｅ301 系）

車両メンテナンス作業実演

④

体験イベント
工事用車両（レールスターや高所作業車）の乗車体験、実際の車両を使用しての業務体験など
ができます。

レールスター 乗車体験

高所作業車 乗車体験

業務体験(車掌体験)

⑤ 大宮総合車両センター食堂の一般開放（10 時 30 分～15 時 00 分 ※ラストオーダー14 時 30 分）
「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」の日限定で大宮総合車両センターの食堂を一般のお客
さまに開放します。
メニュー（一例）
・JR 発足 30 周年記念エチオピアカリー
800 円（税込）
（北斗星ピンバッジ付・限定 300 食）
・懐かしの食堂車のカレー
600 円（税込）
（北海道産男しゃくコロッケのせ）
・包み焼きピザ
各 350 円（税込）
（トマト＆ソーセージ、アップル＆カスタード）
・お子さま甘口カレー・お子さまナポリタン 各 650 円（税込）
（おまけつき）

※写真はイメージです。
実際の盛り付けとは異なります。

⑥ ふれあいフェア記念弁当、鉄道グッズ等の販売
京浜東北線の運転士が考案したふれあいフェア限定の
駅弁を販売いたします。京浜東北線が走る埼玉、東京、
神奈川の特産をイメージした食材がたくさん入った記念
駅弁です。
他にも 103 系車両をモデルにした電車パンなども販売
します。

※写真はイメージです。

（２）西口まちなか会場
① 鐘塚公園イベント（鐘塚公園 ９時 30 分～16 時 00 分）
新幹線沿線地域（北海道函館市・石川県金沢市など）の
物産展や観光ＰＲ、大宮につながるご当地グルメや駅弁市、
ステージイベント、こども駅長制服撮影会などを実施します。

鐘塚公園会場風景
新幹線沿線地域の物産展や観光ＰＲ
東日本の玄関口「鉄道のまち大宮」の地の利を活かした、新幹線沿線地域の物産展や観光
ＰＲを実施します。
・ 大宮つながりご当地グルメや駅弁市
大宮地域の食文化を代表する店舗の出店を行います。
また、東北新幹線沿線の駅弁を販売します。
・ ステージイベント
お笑い芸人や鉄道関係有名人のライブやトークショーなどで会場を盛り上げます。また、
鉄道博物館による「てっぱくビンゴ」も実施、オリジナルグッズなどが当たります。

・

※ 雨天時、「てっぱくビンゴ」は中止となります。

・

こども駅長制服撮影会
お子さまを対象に、駅長気分が味わえるこども駅長制服撮影会を開催します。
カメラは各自ご持参ください。
※

大宮駅東口銀座通りイベントでも実施します。

② エア遊具こどもひろば（ＪＡＣＫ大宮南側広場 ９時 30 分～16 時 00 分）
（一財）さいたま市都市整備公社によるお子さま対象の新幹線Ｈ５系のエア遊具を設置します。
③ Ｎゲージ運転教室（トミックスワールド 11 時 00 分～16 時 00 分）
（株）トミーテックによる本格的コントローラを使ったＮゲージの運転教室を行います。
※

④

運転教室の参加には整理券が必要です。

鉄道市（ＤＯＭ1 階モール特設コーナー 5 月 22 日（月）～28 日（日）11 時 00 分～19 時 00 分）
東急ハンズ大宮店とタイアップし、鉄道グッズの販売を行います。

（３）東口まちなか会場
大宮駅東口銀座通りイベント（銀座通り ９時 30 分～16 時 00 分）
ミニ新幹線（Ｈ５系）の運転や、こども駅長制服撮影会、地元商店会などによる「大宮ナポリ
タン」など飲食や物産の販売、ステージイベントを行います。
①

②

ミニ新幹線（Ｈ５系）運転
実際の新幹線の１/６縮尺のミニ新幹線にご乗車できます。このミニ新幹線（Ｈ５系）は、
大宮総合車両センターが製作したものです。
こども駅長制服撮影会
お子さまを対象に、駅長気分が味わえるこども駅長制服撮影会を開催します。カメラは各
自ご持参ください。
※

③

鐘塚公園イベントでも実施します。

地元商店会による飲食や物販、ステージイベント
大宮ナポリタン会やさいたまスイーツなど地元ブランドの出店や、アマチュアグループに
よるパフォーマンスを実施します。

（４）大宮駅構内会場
① ＪＲ発足 30 周年記念「鉄道ぬり絵」
（大宮駅東西連絡通路 ９時 30 分～16 時 00 分）
ぬり絵が体験できるコーナーです。
② さいたま市ＰＲコーナー（大宮駅西口イベントスペース 10 時 00 分～16 時 00 分）
さいたま市の各種事業・イベントのＰＲを行います。
③ 鉄道博物館 in 大宮駅（大宮駅西口イベントスペース 10 時 00 分～16 時 00 分）
2017 年７月新装オープンとなる鉄道博物館の鉄道模型ジオラマに展示される「フィギュ
ア」を着色する体験コーナーを設置します。
④ 鉄道風景写真展（大宮駅東西連絡通路 ９時 30 分～16 時 00 分）
（株）タムロンによる鉄道風景写真コンテスト（同社主催）の受賞作品を展示します。
⑤ Ｎゲージ展示（大宮駅東西連絡通路 ９時 30 分～16 時 00 分）
（株）トミーテックによるＮゲージ模型を展示します。

４

シールラリーの実施
各会場を楽しく回っていただくために、イベント会場６箇所にシールの配布コーナーを設置し、シ
ールラリーを実施します。３つのシールを集めていただくと、先着 5,000 名様に 253 系特急列車デザ
インのオリジナル・ハンドタオルをプレゼントします。
さらに、先着 3,000 名様には「ＪＲ東日本発足 30 周年記念賞」として、オリジナル・新幹線デザ
イン NEW クレラップをプレゼントいたします。

ＪＲ東日本発足 30 周年記念賞

【オリジナル・新幹線デザイン NEW クレラップ】

【オリジナル・ハンドタオル】

（１）実施時間
９時 30 分～16 時 00 分（大宮総合車両センターは 15 時 30 分まで）
（２）シール設置箇所（予定）
① 車両センター会場
・大宮総合車両センター（入口付近）
② 西口まちなか会場
・トミックスワールド
・ＪＡＣＫ大宮南側広場
・ＤＯＭ１階モール特設コーナー
③ 東口まちなか・大宮駅構内会場
・銀座通り
④ 鉄道博物館
（３）シールラリーの流れ
① 首都圏の主な駅に備え付けの専用パンフレットを入手してください。
② イベント会場を巡っていただき、３つのシール（※）を集めてください。
※「大宮総合車両センター」と「銀座通り」のシールは必須です。
残り 1 つのシールは必須のシール以外でお好きな箇所のシールを集めてください。

③ ３つのシールを集めて専用パンフレットに貼り、鐘塚公園内の特設ブースへお越しください。
④ 先着 5,000 名様に 253 系特急列車デザインのオリジナル・ハンドタオルをプレゼントいたしま

す。さらに、先着 3,000 名様には「ＪＲ東日本発足 30 周年記念賞」として、オリジナル・新
幹線デザイン NEW クレラップをプレゼントいたします。
【Ｗチャンスプレゼント】
さらにＷチャンスにご応募いただくと抽選で素敵な賞品（鉄道博物館ナイトミュージアム（夜
間貸切）へのご招待やオリジナルモバイルバッテリーなど）をプレゼントします。

５ 各種割引サービスの実施
（１） 鉄道ふれあいフェアキャンペーンカード
大宮駅改札前のイベントインフォメーション（イベント案内ブース）において、大宮駅周辺な
どの店舗で特別なサービスを受けられるキャンペーンカードを配布します。
※

枚数に限りがあります。詳細については、さいたま市のホームページなどでお知らせします。

（２） 鉄道博物館の入館料金割引
大宮総合車両センターで配布されるイベントマップの割引券を鉄道博物館に持参していただく
と、入館料金の割引が受けられます。
※

一般 1,000 円→800 円、小中高生 500 円→400 円、幼児（3 歳以上未就学児）200 円→100 円

（３） ルミネ大宮店カフェ・レストランの優待サービス
大宮総合車両センターで配布されるルミネ大宮店・優待チラシを持参していただくと、対象の
カフェ、レストランにて優待サービスが受けられます。
（４） 大宮駅構内対象店舗の割引サービス
大宮総合車両センターで配布されるイベントマップの割引券を、対象店舗に持参するとドリン
クサイズアップ等のサービスが受けられます。
※

改札内の店舗をご利用の際は、入場券が必要となります。

※各イベント内容は、変更になる場合があります。
※本リリースの画像は、すべてイメージとなります。

