2017 年 10 月 3 日
東 日 本 旅客鉄 道 株 式会社

会社発足 30 周年の感謝を込めて、様々なイベントを開催します!
JR東日本では発足30周年を迎え、日頃ご愛顧いただいているお客さまへの感謝の意を込めて、
様々なイベントを開催いたします。奮ってご参加、ご応募ください。
●〜JR東⽇本発⾜30周年記念 のってたのしい列⾞⼤集合〜
第17回みんな集まれ！ふれあい鉄道フェスティバル
開催日時：2017年11月11日（土）10：00～15：00(最終入場 14:00まで)
開催場所：尾久駅構内・尾久車両センター
概
要：今年デビューした天空に一番近い列車「HIGH RAIL1375」や、東北の
復興支援を目的として大船渡線で運転している「POKÉMON with YOU
トレイン」、新潟の酒がコンセプトの「越乃Shu＊Kura」が揃います。
●〜JR東⽇本発⾜30周年記念 新幹線の「のってたのしい列⾞」が⼤宮に〜
⼤宮駅新幹線展⽰イベント
開催日時：2017年11月13日（月）11：00～16：00
開催場所：大宮駅新幹線ホーム（15・16番線）
概
要：世界最速の芸術鑑賞ができる「GENBI SHINKANSEN」と、足湯付で
温泉街のように車内を散策しながら楽しんでいただける
「とれいゆ つばさ」が初めて大宮駅で出会います。事前応募制と
なりますので、奮ってご応募ください。
●〜JR東⽇本発⾜30周年記念×⼦育て⽀援施設100箇所達成記念謝恩イベント第3弾〜
「HAPPY CHILD号」で⾏く「わくわく」「はっけん」⽇帰り体験ツアー
開催日時：2017年11月18日（土）9：00～16：00頃
行
程：両国駅⇔千葉駅
さ さ き ひろし
概
要：お座敷列車「宴」に乗って、プロ・ナチュラリスト佐々木 洋 さんとの
自然観察のワークショップや元力士との相撲チャレンジ体験のほか
プラレールや駅長制服体験など体験型・参加型の様々なプログラムを
通して、鉄道に親しんで頂く一日限りの特別なツアーです。

●〜JR東⽇本発⾜30周年記念 JR東⽇本グループの魅⼒が集結〜
「JR東⽇本お客さま感謝祭」
開催日時：2017年11月25日（土）10：00～18：00、26日（日）10：00～16：30
開催場所：池袋サンシャインシティ展示ホールB
概
要：JR東日本発足30周年という節目に、JR東日本グループが携わる
駅弁、お土産、地域の名産品など、鉄道と関連が深い人気の商品の販売
や、お子さまにも楽しんで頂ける鉄道コンテンツが池袋に集結します！

【別紙】

１

〜JR東⽇本発⾜30周年記念 のってたのしい列⾞⼤集合〜
第 17 回みんな集まれ！ふれあい鉄道フェスティバル

(1)開催日時：2017年11月11日（土）10：00～15：00 （小雨決行）
※最終入場は14：00です。状況に応じて入場を制限させていただきます。
(2)開催場所：尾久駅構内・尾久車両センター【東北本線（宇都宮線・高崎線）尾久駅徒歩5分】
※ご入場の際、尾久駅地下道（タイムカプセル平成ロード）方面に列が出来ている場
合は、その最後尾にお並びください。
※会場内は、非常に足元が悪いので歩きやすい靴でお越しください。なお、ベビーカ
ーでのご来場はご遠慮ください。
※会場内及び付近には駐車場、駐輪場はございません。
(3)入 場 料 ：無料
(4)イベント内容
①車内見学・車両展示
・車内見学
HIGH RAIL1375、POKÉMON with YOU トレイン、越乃 Shu＊Kura
※「POKÉMON with YOU トレイン」の車内見学のみ事前応募制とさせていただき、一部時間帯
は小学生以下のお子さま連れの優先枠とさせていただきます。
※「越乃 Shu＊Kura」車内でのお酒の提供はございません。

POKÉMON with YOU トレイン

HIGH RAIL1375

越乃 shu*kura

・車両展示
EF65、EF64、DD51、DE10、E26 系カシオペアなど

EF65

DD51

E26 系カシオペア

②各種イベント
・ヘッドマーク展示、転車台回転実演
・のってたのしい列車 PR ブース
・鉄道グッズ、駅弁、電車パンの販売など
※各種販売商品は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※「鉄道車両部品（行先表示器、銘板、その他鉄道部品）」の販売は行いません。
※イベント内容や展示車両等は変更になる場合がございます。

(5)「POKÉMON with YOU トレイン」車内見学の事前応募について
①応募期間
2017 年 10 月 11 日（水）10：00～10 月 23 日（月）23：59
②応募方法
特設サイトからのご応募とさせていただきます。以下の特設サイトへアクセスいただき必要事項
を入力してエントリーしてください。
http://www.jreast.co.jp/fureaifes17th/
③募集人数 440 名様
※抽選結果はご登録いただいたメールアドレスに 10 月下旬より順次お知らせいたします。
©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

２

〜JR東⽇本発⾜30周年記念
⼤宮駅新幹線展⽰イベント

新幹線の「のってたのしい列⾞」が⼤宮に〜

(1)開催日時：2017年11月13日（月）11：00～16：00（予定）
※事前応募制とさせていただきます。
(2)開催場所：大宮駅新幹線ホーム 15・16番線
※当日は15・16番線を本展示会専用ホームとするため、事前に応募いただいたお客さま
以外の入場はできません。
(3)入 場 料 ：無料
※大人の休日倶楽部会員様限定の時間帯がございます。
※「小学生以下のお子さま連れ」のお客さまを優先する時間帯がございます。
(4)イベント内容
①「GENBI SHINKANSEN」車内見学
②「とれいゆ つばさ」車内見学
・16 号車「足湯」を体験いただけます。
※ご体験いただける人数に限りがあるため、本展示会に当選されたお客
さまの中から、更に「足湯体験」に当選されたお客さまのみとなります。
・車内を見学いただけます。
※運転状況等によりイベント内容を変更・中止する場合がございます。

GENBI SHINKANSEN

(5)応募について
①応募期間
とれいゆ つばさ
2017 年 10 月 11 日（水）10：00～10 月 23 日（月）23：59
②応募方法
特設サイトからのご応募とさせていただきます。以下の特設サイトへアクセスいただき必要事項
を入力してエントリーしてください。
http://www.jreast.co.jp/shinkansen-tenji2017/
③募集人数
1,300 名様
※内 100 名様は大人の休日倶楽部会員様限定となります。
※内 300 名様は「小学生以下のお子さま連れ」のお客さまの優先枠となります。
※抽選結果はご登録いただいたメールアドレスに 10 月下旬より順次お知らせいたします。

(6)その他
11 月 13 日（月）から 15 日（水）まで大宮駅西口コンコースにおいて新潟・長野県の新幹線 YEAR
記念産直市を開催します。

3 〜JR東⽇本発⾜30周年記念×⼦育て⽀援施設100箇所達成記念謝恩イベント第3弾〜
「HAPPY CHILD号」で⾏く「わくわく」「はっけん」⽇帰り体験ツアー
(1) 発売日時：2017年10月 4日（水）13：00～
(2)出 発 日 ：2017年11月18日（土）
(3)行

程：お座敷列車「宴」グリーン車 指定席 両国駅 ⇔ 千葉駅
（昼食付 9：00イベント開始～16：00頃解散）

(4)募集人員：100名
※小学校のお子さまと保護者さまでお申込み下さい
(5)最少催行人数：50名
(6)旅行代金：大人5,500円 小学生4,500円
（列車代、昼食代、各種体験プログラム代が含まれています）
(7)お申込み方法
インターネットサイト（https://www.jrview-travel.com）または首都圏の主な駅にあるびゅうプ
ラザ（一部店舗を除く）
、大人の休日予約センター（03-3841-0121）をご利用ください。
(8)ツアーの内容：
①元力士との相撲チャレンジ体験
日本相撲協会監修の土俵を設置した両国駅の商業施設「-両国-江戸NOREN」を
貸し切り、元力士達が楽しく相撲を解説したり、また迫力ある相撲の取組を
間近で観戦できます。
その後は子ども達が元力士と相撲の勝負！
江戸の町屋を意識した施設で、相撲チャレンジ体験を通じて江戸文化
や歴史を楽しみながら学べるプログラムです。
②プロ・ナチュラリスト佐々木洋さんと行く自然観察ワークショップ
子ども達の創造力を豊かにするワークショップに定評のあるNPO法人
CANVASとタイアップし、NHKのEテレ等で活躍のプロ・ナチュラリスト
佐々木洋さんから自然について学んだ後は、佐々木洋さんを隊長に
みんなで千葉公園へ探検に出発！身近な所にある自然や生き物を発見
し、自然の仕組みや働きについて楽しみながら体験的に学ぶプログラム
です。

-両国-

江戸 NOREN

佐々木洋さんとの
自然観察ワークショップの様子

③のってたのしいお座敷列車「宴」の旅
お座敷列車「宴」にご乗車いただきます。車内ではプラレールや
こども駅長制服体験をお楽しみいただけます。ありがとうの気持ち
をこめて駅社員が横断幕で皆さまをお出迎え！
普段なかなか乗れない電車にご乗車頂き、親子でたっぷりお楽しみ
頂きます。

４ 〜JR東⽇本発⾜30周年記念
「JR東⽇本お客さま感謝祭」

お座敷列車「宴」

JR東⽇本グループの魅⼒が集結〜

(1)開催日時：2017年11月25日（土）10：00～18：00
11月26日（日）10：00～16：30
(2)開催場所：池袋サンシャインシティ展示ホールＢ
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1番地4号
文化会館4階
(3)入 場 料 ：無料
(4)イベント内容
①ＪＲ東日本グループ各社出展ブース（物品販売、飲食販売、展示、体験）
・人気駅弁投票企画「駅弁味の陣」の人気駅弁や、ＪＲ東日本 30 周年限定掛け紙の駅弁販売
・今年 5 月に開催した「ＪＲ東日本おみやげグランプリ」受賞作品の販売
・東日本エリアの「ご当地グルメでまちおこしの祭典！Ｂ-１グランプリ」出展団体の
グルメコーナー
・東日本エリアの米、酒、菓子など、各地の特産品の販売
・Suica のペンギングッズ、鉄道グッズなどＪＲ東日本グループならではの雑貨の販売
※出展内容等の詳細は以下の特設サイト（随時更新予定）
http://www.jreast.co.jp/kansyasai

②お子さま、ご家族皆様で楽しんで頂ける各種企画
・㈱タカラトミー社の協力による巨大ジオラマ展示
・お子さまに人気の「シンカリオン」、「とれたんず」コーナー
・㈱ジェイアール東日本スポーツが運営する『RelaXE』のマッサージ体験

「駅弁味の陣」

「ＪＲ東日本おみやげグランプリ」 「ご当地グルメでまちおこしの祭典！
Ｂ-１グランプリ」

「シンカリオン」
©プロジェクト シンカリオン

