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２０２０年 １１月 １７日
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いっぱーご

懐かしの１８５系を振り返る企画「メモリアル１８５ 」を実施します
いっぱーご

〇ＪＲ東日本では、２０２１年春に定期運用を終了する１８５系車両の活躍を振り返る企画「メモリアル１８５
（EXPRESS TRAIN MEMORIAL１８５）」を実施します。
〇１８５系車両はＪＲ東日本では定期列車で使用する最後の国鉄型特急車両であり、この企画では、長年
様々な区間を運行していた１８５系車両にまつわる思い出とともに歴史をひもとく企画やグッズ販売などを
行います。
１ 企画名称
「メモリアル１８５（EXPRESS TRAIN MEMORIAL１８５）」
２ 企画概要
（１） １８５系の思い出とともに足跡をたどる「メモリアル１８５」特設ウェブページの開設
（２） メモリアル１８５系おもいで館 （写真展）
（３） 「あなただけの１８５系オリジナルトートバッグを作ろう」ピンバッジラリー
（４） 記念グッズ・駅弁販売

【「メモリアル１８５」企画ロゴ】
※画像はイメージです。

３ 各企画の詳細について
（１）１８５系の思い出とともに足跡をたどる「メモリアル１８５」特設ウェブページの開設
特設ウェブページでは、「メモリアル１８５」の各種企画（メモリアル１８５系
おもいで館、ピンバッジラリー、記念グッズ・駅弁販売）や１８５系車両に
まつわるコンテンツなどをお知らせします。
特設ウェブページオープン ２０２０年１１月１８日（水） １４：００
特設ウェブページ

https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/185-memorial/

特設Ｔｗｉｔｔｅｒ

https://twitter.com/JRmemorial185PT

横浜支社 Facebook https://www.facebook.com/jreast.yokohama.jp/
※情報を随時配信します
＜１８５系車両にまつわるコンテンツ＞
そくせき

①１８５系４０年の足跡
運行開始から４０年を迎える１８５系車両にスポットを当て、車両の誕生から現在に至るまで運用された
主な列車について歴史をひもときます。
②もっと知りたい！１８５系大解剖！
春夏秋冬、縦横無尽に走り抜けてきた１８５系車両を図解とともに細部にわたって解説します。
③ヘッドマーク占い（２０２０年１２月以降）
あなたの運勢を１８５系電車で使用された歴代ヘッドマークで占います。
④１８５系特急「踊り子」動画配信（２０２１年１月以降）
１８５系特急「踊り子」の走行動画を配信します。沿線のおすすめ観光情報やお土産、これまで運行に
かかわってきた当社社員からのこぼれ話も紹介します。

（２）メモリアル１８５系おもいで館 （写真展）
当社社員から集めた１８５系の思い出がよみがえる「写真」や
「エピソード」を東京駅、上野駅など首都圏の主な駅のアキュアの
自動販売機や駅構内ポスター、特設ウェブページへ掲出します。
なお、掲出箇所は後日特設Ｔｗｉｔｔｅｒでお知らせします。
■開催時期：２０２０年１１月１８日(水)から順次展開
（２０２１年３月末まで）
みんなの思い出も分かち合おう！
「＃185 系おもいで館」を付けてツイートしてください。

正面

側面

【自動販売機への掲出（イメージ）】
※ 画像はイメージです。実際と異なる場合があります。

（３）「あなただけの１８５系オリジナルトートバッグを作ろう」ピンバッジラリー 【別紙１】
鉄道の旅を楽しみながら、１８５系ゆかりの地をめぐるピンバッジラリーです。

【オリジナルトートバッグ（イメージ）】
※ 画像はイメージです。実際と異なる場合があります。

（４） 記念グッズ・駅弁販売 【別紙２】
１８５系を代表する緑の斜めストライプをデザインした鉄道グッズや、１８５系「踊り子」のオリジナル掛け紙駅弁
など、今だけの商品が目白押しです。
＜記念グッズ（例）＞

※ 画像はイメージです。実際と異なる場合があります。

【アクリルキーホルダー（イメージ）】

【マスク（ケース付）（イメージ）】

４ 今後の企画について
２０２１年１月以降、１８５系をテーマとしたスタンプラリーや記念入場券の発売等を予定しています。詳細は
後日特設ウェブページ等でお知らせします。

【別紙１】
「あなただけの１８５系オリジナルトートバッグを作ろう」ピンバッジラリー
１８５系車両がデザインされた「トートバッグ」を購入し、思い出とともに１８５系ゆかりの地をめぐる旅をスタート。
鉄道の旅を楽しみながら、ＮｅｗＤａｙｓ等で販売される歴代ヘッドマークをあしらった「ピンバッジ」を集めて、
トートバッグをカスタマイズ。自分だけのオリジナルバッグを完成させよう！

STEP１
１ １８５系 トートバッグ
■発売時期：２０２０年１１月２１日(土)から

■販売箇所

（表）

〇ＮｅｗＤａｙｓ （「メモリアル１８５」企画指定店舗）
※ＮｅｗＤａｙｓ 我孫子・熱海
ＮｅｗＤａｙｓミニ 前橋１号を除く
〇ＴＯＫＹＯ!!!グランスタ東京
〇GENERAL STORE RAILYARD 大宮
〇ＪＲＥ ＭＡＬＬ（ショッピングサイト） 等

（裏）

１８５系 トートバッグ
２，９８０円（税込み）

踊り子ピンバッジ付トートバッグ

「踊り子」号のヘッドマークピンバッジが手に入るのは、３店舗だけ！

ピンバッジ
（表）

（裏）

１８５系 トートバッグ
（踊り子ピンバッジ付）
３，９８０円（税込み）

ピンバッジ
（表）

（裏）

１８５系 トートバッグ
（Ｌ特急踊り子ピンバッジ付）
３，９８０円（税込み）

ピンバッジ
（表）

（裏）

耐雪カバー付き
デザイントートバッグ

１８５系 トートバッグ
（ モ ン ト レー 踊 り 子 ピンバ ッ ジ付）
３，９８０円（税込み）

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。
※画像はイメージです。

STEP２
２ ヘッドマークピンバッジ
全種類 各４４０円（税込み）
■発売時期
第１弾 ２０２０年１１月２１日（土）から
第２弾 ２０２０年１２月１９日（土）から
第３弾 ２０２１年 ２月２７日（土）から
第１弾 １１/２１（土）発売のピンバッジ

第２弾１２/１９（土）発売のピンバッジ

第３弾 ２/２７（土）発売のピンバッジ

※踊り子ピンバッジの単独販売はありません。

ＪＲＥＭＡＬＬ
限定販売
ピンバッジ

ＪＲＥＭＡＬＬ
限定販売
ピンバッジ
列車名

列車名

発売箇所

踊り子

ＮｅｗＤａｙｓ 我孫子

Ｌ特急踊り子

ＮｅｗＤａｙｓ 熱海

モントレー踊り子

ＮｅｗＤａｙｓミニ 前橋１号

ＪＲＥＭＡＬＬ
限定販売
ピンバッジ
列車名

発売箇所

発売箇所

湘南ライナー

ＮｅｗＤａｙｓ 品川中央

ホームタウン高崎 ＮｅｗＤａｙｓ 池袋西口

新特急なすの

ＮｅｗＤａｙｓ 赤羽

白根

ＮｅｗＤａｙｓ 上野入谷改札外

普通

ＮｅｗＤａｙｓ 大船南口

湘南日光

おはようライナー

水上

ＮｅｗＤａｙｓ 藤沢
ＮｅｗＤａｙｓ 大宮
GENERAL STORE RAILYARD 大宮
ＮｅｗＤａｙｓ 熊谷

谷川

ＮｅｗＤａｙｓ 高崎１号

シュプール白馬

ＮｅｗＤａｙｓ 松本銘品館

あまぎ

ＮｅｗＤａｙｓ グランスタ丸の内南口

ホームタウンとちぎ ＮｅｗＤａｙｓ 新宿

はまかいじ

あかぎ

ＮｅｗＤａｙｓ 浦和西口

ホームライナー

ＮｅｗＤａｙｓ
ＮｅｗＤａｙｓ
ＮｅｗＤａｙｓ
ＮｅｗＤａｙｓ

小田原中央
橋本
松本銘品館
古河

おはようとちぎ

ＮｅｗＤａｙｓ 宇都宮中央

草津

ＮｅｗＤａｙｓミニ 渋川

新幹線リレー号

※「踊り子」「Ｌ特急踊り子」「モントレー踊り子」ピンバッジは、「踊り子ピンバッジ付トートバッグ」のみの販売となり、単独販売はありません。
※お一人様１会計につき１種類３点まで。
※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

３ オリジナルトートバッグのつくり方

STEP１

STEP２

トートバッグを購入

思い出のピンバッジを購入して
トートバッグに付ける

トートバッグ

踊り子ピンバッジ付
トートバッグ

あなただけの
オリジナルトートバッグが完成！

ピンバッジ装着イメージ

【別紙２】
記念グッズ・駅弁販売
懐かしの車両や代表的な斜めストライプのデザインを活かしたグッズ、特急「踊り子」沿線での限定発売グッズ
など、今だけの限定商品が目白押しです。
[１８５系記念グッズ]
■発売時期：２０２０年１１月２１日（土）から

１８５系 卓上カレンダー
１,０００円（税込み）

１８５系 キーホルダー６種
各５５０円（税込み）

１８５系 クリアファイル（第一弾）
４００円（税込み）

１８５系 巾着
１,１００円（税込み）

■販売箇所
〇ＮｅｗＤａｙｓ （「メモリアル１８５」企画指定店舗）
〇ＴＯＫＹＯ!!!グランスタ東京
〇GENERAL STORE RAILYARD 大宮
〇ＪＲＥ ＭＡＬＬ（ショッピングサイト） 等

１８５系 リングノート
９９０円（税込み）

１８５系 マスク（ケース付）２種
各７７０円（税込み）

１８５系 ＢＩＣボールペン
５００円（税込み）

※ 画像はイメージです。
す。

[１８５系「踊り子」グッズ]
■発売時期：２０２１年１月１５日（金）から
①１８５系踊り子オリジナルクリアファイル
②１８５系踊り子ステッカー
※販売価格や商品イメージなどは、後日特設ウェブページにてお知らせいたします。
特設ウェブページ https://www.jreast.co.jp/yokohama/izu/185-memorial/
■販売箇所
〇川崎駅

〇横浜駅
〇大船駅
〇小田原駅
〇熱海駅
〇伊東駅

ＮｅｗＤａｙｓ アトレ川崎北口（北口改札外）
ＮｅｗＤａｙｓ 川崎中央南改札（中央南改札外横）
ＮｅｗＤａｙｓ 川崎東口（改札外）
ＮｅｗＤａｙｓ シァル横浜（中央自由通路 西口方面）
ＮｅｗＤａｙｓ 横浜中央（中央自由通路 京浜急行改札脇）
ＮｅｗＤａｙｓ 大船南口（南口改札外）
ＮｅｗＤａｙｓ 小田原中央（１Ｆ 改札外）
ＮｅｗＤａｙｓ 熱海（１Ｆ 改札外 ロータリー）
ＮｅｗＤａｙｓミニ 伊東１号（１Ｆ 改札外右トイレ前）

[１８５系「踊り子」のオリジナル掛け紙駅弁]
■発売時期（予定）：２０２１年１月１５日（金）から
[祇園] 幕の内弁当

[大船軒] オリジナル弁当

①大船軒オリジナル掛け紙駅弁
１，２００円（税込み）

②祇園オリジナル掛け紙駅弁
８４０円（税込み）
○円

○円
■販売箇所[大船軒]（予定）
■販売箇所[祇園]（予定）
〇東京駅
駅弁屋 祭グランスタ東京店
〇伊東駅 伊東駅店
〇品川駅
駅弁屋 品川店
〇上野駅
駅弁屋 匠
〇新宿駅
駅弁屋 頂
〇大船駅
南口弁当販売店（南改札内左手）
惣菜弁当大船軒（西口 自由通路）
〇藤沢駅
改札外売店（改札外 橋上コンコース）
〇小田原駅 駅弁屋和（小田原ラスカ３階改札口横）
〇熱海駅
熱海中央売店（改札内正面）
駅弁屋 熱海ラスカ店（改札外ラスカ熱海 1 階）

※数量限定での販売となります。
※写真・イラストはイメージです。

〇ＮｅｗＤａｙｓ（「メモリアル１８５」企画指定店舗）
NewDays グランスタ丸の内南口

NewDays 品川中央

NewDays 新宿

NewDays 池袋西口

NewDays 赤羽

NewDays 上野入谷改札外

NewDays 我孫子

NewDays 熱海

NewDays 小田原中央

NewDays 大船南口

NewDays 藤沢

NewDays 橋本

NewDays 大宮

NewDays 浦和西口

NewDays 宇都宮中央

NewDays 古河

NewDays 熊谷

NewDays ミニ 前橋１号

NewDays ミニ 渋川

NewDays 高崎１号

NewDays 松本銘品館

