2018 年 10 ⽉ 4 ⽇
東⽇本旅客鉄道株式会社

東⽇本エリアと JR 東⽇本グループの“いいもの”、“いいこと”が詰まった 2 ⽇間

「JR 東⽇本お客さま感謝祭 2018」 を開催します
期間︓11 ⽉ 3 ⽇(⼟・祝)、4 ⽇(⽇)

場所︓池袋サンシャインシティ展⽰ホール B

○

昨年初めて実施しご好評をいただき、今回 2 回⽬の開催となる「JR 東⽇本お客さま感謝祭 2018」を 11 ⽉ 3 ⽇
(⼟・祝)、4 ⽇(⽇)の 2 ⽇間限定で開催します。

○

出展コンテンツは「Goods」「Foods」「Experience」の 3 つに分類し、⽇頃のお客さまへの感謝の気持ちはもちろん、
東⽇本エリアの“いいもの”、“いいこと”が体感できる内容です。東⽇本各地の⼈気駅弁を 38 種類揃えるほか、お⼦
さまに⼈気のテレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」とコラボレーションしたプラレール巨⼤ジオラマ展⽰など魅⼒が
つまったコンテンツをご⽤意します。
JR 東⽇本グループは、「⽣活サービス事業成⻑ビジョン(NEXT10)」のもと、これまでのビジネスに磨きをかけるととも
に、事業の変⾰及び創造を⽬指しています。

○

※NEXT10 の概要は、最後部をご覧ください。

◆◆ JR 東⽇本お客さま感謝祭 2018 開催概要 ◆◆
■開催⽇時︓2018 年 11 ⽉ 3 ⽇（⼟・祝） 10︓00〜18︓00
11 ⽉ 4 ⽇（⽇） 10︓00〜16︓30
※⼊場は各⽇イベント終了の 15 分前まで
■開催場所︓池袋サンシャインシティ展⽰ホール B
（東京都豊島区東池袋 3 丁⽬ 1 番地 4 号 ⽂化会館 4 階）
■⼊ 場 料︓無料 （物販、飲⾷などは有料）
※会場内の物販、飲⾷で Suica がご利⽤いただけます。

■公式サイト︓http://www.jreast.co.jp/kansyasai/

◆◆ 「JR 東⽇本お客さま感謝祭 2018」 の⾒どころ ◆◆
＜⾒どころ１＞ 38 種類の東⽇本各地の駅弁が集結︕
11 ⽉末まで開催中の当社主催の駅弁頂上決戦「駅弁味の陣 2018」にエントリー中の駅弁をはじめとした東⽇本各地の
駅弁を 38 種類販売します。
＜⾒どころ２＞ プラレールとシンカリオンがコラボレーション︕巨⼤ジオラマ展⽰
本イベント限定で、鉄道玩具プラレールの「巨⼤ジオラマ」を展⽰します。また、今年は初めてシンカリオンとのコラボレーション
が実現しました。

駅弁イメージ

昨年のプラレール「巨⼤ジオラマ展⽰」 の様⼦
©ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

１．Goods 〜⽇常のくらしを１UP する、ステキなモノを発⾒しよう〜
・ 今年の夏に開催した「JR 東⽇本おみやげグランプリ 2018」で総合
グランプリを受賞した「元祖くず餅 カップくず餅」のほか、地域の銘
菓「萩の⽉」「⼗万⽯まんじゅう」など、東⽇本を代表する逸品が登
場します。
・ ⼈気の「Suica のペンギングッズ」、「JR 東⽇本 東京近郊路線図
カレンダー」などの鉄道関連商品、さらには「AOMORI CIDRE(ア
オモリシードル)」など、JR 東⽇本グループのおすすめ商品を幅広い
ラインアップでご⽤意します。

カップくず餅
税込 450 円

Suica のペンギンプリン
税込 900 円(2 個⼊り)
©Ｃ.Ｓ／ＪＲ東⽇本／

２．Foods 〜東⽇本エリアの美味しいものを⾷べよう〜
・ 創業 108 年の「両国東あられ」や群⾺県⺠が誇るソウルフード「上
州焼きまんじゅう」などの地域の⾷を、その場で調理し出来⽴てでご
提供します。
・ 東⽇本各地の駅弁やカレー、オリジナルカップ麺など当社グループ
が展開する“⾷“をお楽しみいただけます。
両国東あられ
税込 378 円

上州焼きまんじゅう
税込 300 円

３．Experience 〜キッズワークショップで楽しい体験をしよう〜
・ 新幹線をモチーフにした⼈気キャラクター「新幹線変形ロボ シンカリ
オン」のオリジナルフォトスポットなどをご⽤意し、お⼦さまに喜んでい
ただける内容になっています。
・ JR 東⽇本グループ各社のコンテンツとして、㈱JR 東⽇本ウォーター
ビジネスによる「オリジナルボトル作り」、㈱ジェイアール東⽇本企画に
よる「とれたんず」と触れ合える楽しいコーナーなどをご⽤意します。

オリジナルボトル作り
イメージ

とれたんず
©2015 jeki/JR 東⽇本

※その他、バラエティに富んだ数多くのコンテンツをご⽤意しています。詳細は別紙をご覧ください。

⽣活サービス事業成⻑ビジョン（NEXT10）とは
JR 東⽇本グループが会社発⾜から 30 年が経過した 2017 年に、今後 10 年を
⾒据えて策定した⽣活サービス事業の成⻑ビジョンです。「CITY UP!」をスローガン
に、これまでの「駅を中⼼とするビジネス」に磨きをかけて、「くらしづくり（まちづく
り）」に挑戦します。⻑期成⻑の実現に向けた「4 本の柱」として、市中や当社エリア
外への事業領域の拡⼤やオープンイノベーションなどに取り組む「のびる」、駅を中⼼
とした魅⼒あるまちづくりを進める「ひらく」、地域の活性化や地域間交流の促進を図
る「つなぐ」、既存事業の価値を⾼める「みがく」を設定し、駅の個性に磨きをかけると
ともに街の魅⼒向上に努めます。

＊最新情報や取組みの詳細はこちらをご覧ください＊

⽣活サービス事業成⻑ビジョン（NEXT10）PR サイト http://cityup.jp/
※画像、写真はイメージです。
※内容は⼀部変更になる場合がございます。
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別紙

日常のくらしを1 U P する、ステキなモノを発 見しよう。

りんご王国・青森から
旬のおいしさをお届け！
A-FACTORY／
（株）
JR東日本青森商業開発

オレペの本や、
鉄道グッズが大集合！
オレぺショップ／
（株）
オレンジページ

東日本の魅力を紹介する
地産品ショップ
のもの・おやつTIMES／
（株）
ジェイアール東日本商事

東京駅で人気の２店が
同時出展！
まめいちず

東京あんぱん豆一豆・デイジイ東京／
ジェイアール東日本フードビジネス（株）

F

素材にこだわった
仙台の美味しさをお届けします

毎日のハチミツで、
美容と健康を！

菓匠三全／
仙台ターミナルビル
（株）
エスパル仙台 ほか

ステキなもの、
美味しいもの、
貴重な体験ができる
イベントを楽しもう！

エリアの 魅力をお届け!

シャン・ド・エルブ／
（株）
アトレ

人気の自家製商品から
エコロジーバックまで

埼玉銘菓
十万石まんじゅう

桔梗屋／
JR東京西駅ビル開発
（株）
セレオ甲府・セレオ八王子

KINOKUNIYA／
（株）
紀ノ國屋

十万石ふくさや／
高崎ターミナルビル（株）
アズ熊谷

「グランスタお楽しみ袋」を
数量限定販売！

江戸より続く、
元祖くず餅船橋屋

伊豆・熱海の美味しさを
あなたに！

グランスタ／
（株）
鉄道会館

船橋屋／
（株）
アトレ
（アトレ亀戸 ほか）

伊豆・村の駅／
湘南ステーションビル
（株）
ラスカ熱海

Suicaのペンギングッズや
カプセルトイを販売！

キュートなSuicaの
ペンギン大集合!!

食べてみたい！
日本の味人気ベスト商品！

Suicaのペンギンスイーツ／
日本ホテル
（株）
ホテルメトロポリタン

銘菓銘品 日本の味／
ジェイアール東日本商業開発
（株）
グランデュオ立川

桔梗信玄餅と仲間たち

オリジナル鉄道グッズ
専門店出張販売！

GENERAL STORE RAILYARD／
（株）
JR東日本リテールネット

NewDays／
（株）
JR東日本リテールネット
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東日本エリアの美味しいものを食べよう。

鉄道デザインショップ
「TRAINIART」
TRAINIART／
（株）
ジェイアール東日本商事

武蔵野市を代表する
魅力的なおみやげ品！
ころくや／
（株）
JR中央ラインモール
nonowa武蔵境

xperience

キッズワークショップで楽しい体験をしよう。

※イメージ

千葉の美味しいお酒と
食をお届けします！

IMADEYA／
（株）
千葉ステーションビル

名将の駅弁が集結！
JR東日本 駅弁味の陣 2018／
（株）日本レストランエンタプライズ

絶品 つくね を使った
浅草橋の名物サンドイッチ

SHIGERU KITCHEN／
（株）
錦糸町ステーションビル
錦糸町テルミナ

世界に1つだけの
オリジナルボトルを作ろう
アキュア

acure／
（株）JR東日本ウォータービジネス

5分クイックほぐし無料体験
リラクゼ

RelaXE／
JR東日本スポーツ
（株）

昨年も大好評！さらにパワーアップ！

巨大ジオラマ展 示

T'sたんたん
ビーガン料理大集結！
！

T'sたんたん／
（株）
日本レストランエンタプライズ

創業108年の両国東あられ、
自慢手揚げおかき
東あられ本鋪／
（株）
錦糸町ステーションビル
錦糸町テルミナ

なっから、んまい！
上州名物焼まんじゅう！
ほたかや／
高崎ターミナルビル
（株）
イーサイト高崎

「とれたんず」とあそぼう！
とれたんず／
（株）
ジェイアール東日本企画

今年もプラレールの
巨大ジオラマを展示します。
今年はなんとシンカリオン
バージョンとして
超シンカ！
お見逃しなく
！
お見逃しなく！
！
！

シンカリオン
フォトスポット
登場!!
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ 超進化研究所・TBS

