
 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 7 日 

東日本旅客鉄道株式会社  

八 王 子 支 社 

 

「高尾駅開業 120 周年スペシャルデー」を開催します！ 

～高尾駅社員たちがお届けするアニバーサリー企画～ 
 

 

 

 

 

 

 

１「高尾駅開業120周年記念 グッズ」の販売 

  開業を記念してイラストレーターの渡辺玲見氏デザインの記念ロゴマークをあしらったオリジナル

グッズや「高尾駅」駅名標キーホルダーを販売します。オリジナルクリアファイルには高尾駅社員が

撮影した写真を用いるなど、それぞれのグッズに高尾駅社員のアイデアが詰まっています。 

（１）販売日時：10月17日（日）10：00～16：00 ※売切れ次第、販売終了 

（２）販売場所：高尾駅北口 改札外 特設ブース 

（３）グッズ ：クリアファイル 3種（各450円 税込）、ボールペン 2種（各800円 税込） 

   ※記念ロゴマークが入ったグッズはクリアファイル、ボールペンです。 

   ※記念グッズの他、キーホルダー等の販売を行います。 

   ※お支払いには Suica等、交通系電子マネーがご利用いただけます。 

（４）販売会社：株式会社 JR東日本クロスステーション 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 中央線 高尾駅は、1901 年（明治 34 年）8 月 1 日に浅川駅として開業し、今年で 120

周年を迎えました。これを記念し、高尾駅ではご利用のお客さまや地域の皆さまに親しんでもらう

ことを目的として、10月17日（日）を中心に各種イベントや記念グッズの販売など、高尾駅社

員の感謝の気持ちが詰まったスペシャルデーを開催します。 

※一部、JRE MALL（当社運営の ECサイト）にての販売、 オークションを行います。 

クリアファイル 

ボールペン キーホルダー 



 

 

２ 高尾駅社員が中身を厳選！「イイとこ採り弁当」の販売 

 高尾駅社員おすすめ食材を詰め込んだオリジナルの記念弁当を販売します。 

お弁当は、中央線沿線の食材を知り尽くし、それを活用した駅弁を多数販売している、沿線を代表 

する駅弁会社「丸政」が製造します。 

購入特典として、高尾駅にゆかりのある車両のオリジナルペーパークラフトを「中央線が好きだ。」 

の駅弁紹介ホームページWEBからダウンロードいただけるパスワードをお渡しします。 

（１）販売日時：10月17日（日）10：00～16：00 

※売切れ次第、販売終了 

（２）販売場所：高尾駅北口 改札外(駅構内) 特設ブース 

（３）価  格：1,200円（税込） 

（４）販売会社：株式会社丸政 

 

※イイとこ採り弁当のメニューに込めた想いについて 

 ・カレーピラフ……………甲州街道の銀杏並木の色づきをイメージ 

・ミックスベジタブル……………高尾山の紅葉をイメージ 

・天 む す……………お客さまとのご縁を一層結ぶという想い 

・た く あ ん……………高尾山の天狗の鼻をイメージ 

・チ キ ン カ ツ……………コロナに打ち勝つ（カツ）・イイとこ採り（鶏） 

・カレイの西京焼き……………益々元気に齢を重ねる 

・煮物（れんこん）……………明るい未来に向けて先を見通すことができるイメージ 

・煮物（里芋）……………粘り強く頑張るイメージ 

・煮物（椎茸）……………噛むほどに味のある弁当をイメージ 

・し ゅ う ま い……………包み込むやさしさをイメージ 

・す ず ら ん 餅……………すずらんの花言葉「再び幸せが訪れる」というメッセージ 

 

 

３ 「高尾駅開業120周年記念サボ」の受注販売受付 

   開業120周年記念サボの受注販売を行います。デザインは１９８６年（昭和61年）11月1

日ダイヤ改正前の各地の都市間輸送で活躍した急行列車の側面に表示していた行先標（サボ）の書

体を忠実に再現しました。また、裏面については現在の2代目駅舎を設計した当時の鐵道省（てつ

どうしょう）工務局が作図した図面を使用しました。 

※「サボ」とは…サイドボードの略で、列車の側面に装着する行先標 

   

（１）受付日時：10月17日（日）10：00～16：00   

（２）受付場所：高尾駅北口 改札外 特設ブース 

（３）価   格：14,800円（税込）※送料別途 

（４）受渡方法：当日、お支払いいただき、後日商品を発送します。 

        ※お支払いには Suica等、交通系電子マネーがご利用いただけます。 

（５）受付会社：株式会社 JR東日本クロスステーション 

 

  



 

 

４ 「ＴＡＫＡＯヒストリークイズラリー」の開催 

JR高尾駅の歴史にまつわるクイズを解く、ヒストリークイズラリーを開催します。駅を巡って

答えを見つけ出したお客さまには、駅の歴史を感じることのできる限定クリアファイルをプレゼン

トします。 

※限定クリアファイルについて 

表面…過去に高尾駅を走行した代表車両 

裏面…現在の第2 代目駅舎を設計した当時の鐵道省工務局が作図した図面イメージ 

 

（１）受付日時：10月17日（日）10：00～16：00 

（２）受付場所：高尾駅北口改札外 

      ※プレゼントの引き換えは、1名様1回までです。 

※プレゼントはなくなり次第終了します。 

 

 

 

５ JRE MALLでの「高尾駅 入換線・収容線乗車体験」限定販売 

   通常は乗車することのできない高尾駅入換線および、収容線を走行する車両への乗車体験と、鉄 

道グッズがセットになった限定商品を当社運営の EC サイト「JRE MALL」にて販売します。  

詳しくは JRE MALL ホームページ「JR東日本八王子支社ショップ」をご覧ください。 

 

 

（１）販売期間：10月8日（金）14：00～10月13日（水）11：00 

（２）催 行 日：10月17日（日）午後 

（３）商品ラインナップ 

     ① 1号車限定 国鉄時代の高尾駅駅名標付き  計3名様 

料 金：大人（中学生以上）1名様19,010円（税込） 

     ② 10号車限定  国鉄時代の高尾駅駅名標付き 計3名様 

料 金：大人（中学生以上）1名様19,010円（税込） 

     ③ 3～8号車限定 手帳型の乗務日誌付き  計34組様 

料 金：大人（中学生以上）1名様3,400円（税込） 

※③は大人料金1名につき、子ども（小学生以下）1名の同伴可 

 

６ JRE MALLでの鉄道古物オークション 

   高尾駅社員が厳選した駅にゆかりのある鉄道古物を、当社運営の ECサイト「JRE MALL」に 

てオークションを開催します。 

 

  （１）JRE MALLホームページ掲載：2021年10月14日（木） 

（２）入札開始時期：10月18日（月）14：00～ 

      ※落札日時など詳しくは JRE MALLホームページをご覧ください。 

  

クリアファイル ポスター 



 

 

７ 駅からハイキング 「【高尾駅開業120周年】日本遺産高尾山と歴史を感じる高尾駅周辺をめぐる」 

   高尾駅社員が実際に巡り、選定したおすすめスポットを取り入れたコースです。高尾駅を出発 

し、日本遺産認定の高尾山や歴史を感じる駅など、緑あふれる街並みをお楽しみいただけます。   

 

（１）開催期間：10月9日（土）～10月17日（日） 

（２）受付場所：高尾駅北口 改札外 特設ブース 

（３）受付時間：各日 ９：３０～１１：００ 

   【協力】公益社団法人 八王子観光コンベンション協会 

 

 

８ その他 

  （１）こどもぬり絵展 

    駅社員が作成した中央線車両3種類のぬり絵に、高尾駅周辺の保育園の園児が色を付けて完成 

させた作品を展示しています。 

 

      ①展示期間：2021年10月31日（日）まで 

   ②展示場所：高尾駅 1・2番線 ホーム上 

【協力】社会福祉法人 相友会 浅川保育園 

 

 

（２）今昔写真展 

     高尾駅周辺の変化を感じていただけるよう、高尾駅や駅周辺の新旧写真を展示しています。 

   1・2番線ホーム上には、現在の景観と照らし合わせて変化をご覧いただけます。あわせて、京 

王電鉄株式会社にもご協力いただき、京王高尾駅の改札内コンコースにて、京王電鉄株式会社所 

蔵の写真も展示します。 

 

① 展示期間：2021年10月31日（日）まで 

② 展示場所：・3・４番線エスカレーター通路 

・中央橋上通路 

・2番線ホーム上 

【協力】八王子市 郷土資料館 

         京王電鉄株式会社 

 

（３）地元団体による作品展示 

       高尾エリアを中心に活動している「結の会」が作成した作品を展示しています。作品の中に 

は、鉄道をモチーフにした紙作品や絵も含まれています。制作にあたり、高尾駅で保管してい 

た鉄道古物を「結の会」に事前に貸し出し、作品制作に活用していただきました。 

※「結の会」…八王子市 元八王子の福祉施設 

 

① 展示期間：2021年10月18日（月）まで 

② 展示場所：1・2番線エスカレーター通路 

【協力】特定非営利活動法人 結の会 

      

  



（４）高尾〜相模湖間の「湯
い

の花
はな

トンネル」をテーマにした鉄道模型の展示 

       高尾〜相模湖間にある「湯の花トンネル」をテーマにした鉄道模型を展示しています。 

       この鉄道模型は都立片倉高校の生徒が作成しており、全国高等学校鉄道模型コンテストにて 

文部科学大臣賞を受賞しております。  

③ 展示期間：2021年10月18日（月）まで 

④ 展示場所：高尾駅北口横「群言堂」店内 

       【協力】全国高等学校鉄道模型コンテスト事務局 

               交通新聞クリエイト株式会社 

               都立片倉高校 鉄道模型サークル 

※全国高等学校鉄道模型コンテストとは…鉄道模型の制作活動を行っている高校生モデラ―達 

の発表の場・作品評価の場として、2008 年より始まったコンテスト。毎年８月に開催され   

ています。 

 

※群
ぐん

言堂
げんどう

とは…日本の気候風土にあった心地よい素材をもとにデザインした、服飾・生活雑貨を提案する 

アパレルショップ。また、地域の人々が参加するイベントを行い、地域コミュニティの 

活性化にも取り組んでいます。 

高尾駅開業120周年を盛り上げるため、以下のイベントを開催します。 

●ベンガラ泥染め板じめしぼりワークショップ 

10月11日（月）・10月25日（月）14：00～16：00（受付13：30） 

          ●駅前 落語会 （事前予約制）  

           10 月18日（月）14：00～15：30(開場13：30) 

          詳しくは群言堂（電話番号：0426-73-6872）までお問い合わせください。 

    

 

※写真、イラスト、宣伝物は全てイメージです。実際の内容と変更になる場合があります。 

※「ＴＡＫＡＯヒストリークイズラリー」のご参加等、JR高尾駅構内に入るための有効な乗車券類が 

必要です。また、IC入場サービス「タッチでエキナカ」をご利用いただけます。また京王線 高尾駅

改札内へは京王線の入場券等が必要です。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗いや咳エチケットにご協力をお願いします。 

 ※「高尾駅開業 120 周年スペシャルデー」は新型コロナウイルス感染拡大防止を図り実施します。  

 ※開催当日の輸送状況や今後の新型コロナウイルス感染状況により、予告なく一部内容を変更または

中止する場合があります。 

 ※内容に変更がある場合は「中央線が好きだ。」内イベントページ 

（https://chuosuki.jp/event/takao120th/）でご案内しますのでご確認ください。 

 

 

 

 

記念ロゴマーク 作者プロフィール 

 

 

イラストレーター 

渡辺 玲見（わたなべ れみ）氏 

1996年生まれ。 

八王子学園八王子高校、多摩美術大学グラ

フィックデザイン学科を卒業後、企業でパ

ッケージデザインに従事。 

今回、学生時代の思い出も多い高尾駅の

120周年ロゴを手掛けた。 

【天狗Ver】   【駅舎Ver】 

 

 

https://chuosuki.jp/event/takao120th/

