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特急「あずさ」号運行開始 55 周年を記念した各種イベント等を開催します！
1966 年 12 月 12 日に中央本線新宿駅～松本駅間で運転を開始した特急「あずさ」号が、今年
で運行開始 55 周年を迎えます。JR 東日本ではこれを記念して、今後も「あずさ」号に親しみを
持っていただけるよう、JR 社員の感謝の気持ちとアイデアがたっぷり詰まった各種イベントや記
念商品の販売を実施し、中央線特急および列車の旅の魅力をお伝えします！

○

１ ○
あ りがとう ○
ず っとこのさきも ○
さ んきゅうあずさ 55 ＜ご縁＞ラリー
対象店舗にて専用台紙をご購入の上、スタンプ設置駅にて歴代「あず
さ」号車両をモチーフにしたオリジナルスタンプを押印、全６種類のス
タンプを集め八王子駅で提示すると、かつて鉄道部品の一部として使わ
れた「鉄」材を使用した全駅達成記念「鉄製」印を押印できます。

専用台紙（イメージ）

この機会に「あずさ」号の旅をお楽しみいただきたいという、八王子駅社員の発案で企画しました。
⑴実施期間：2021 年 12 月 1 日（水）～12 月 26 日（日）
⑵専用台紙発売箇所：NewDays 新宿・新宿南口中央・立川・八王子・甲府・松本銘品館
⑶専用台紙発売額：330 円（税込）
⑷スタンプ設置箇所・設置時間・デザイン（イメージ）
E353 系

E257 系

E351 系

①新宿駅 東改札外 みどりの窓口内

②立川駅 西改札外

③八王子駅 みどりの窓口前

【設置時間】初電～23：30

【設置時間】初電～終電

【設置時間】初電～終電

189 系

183 系

181 系

④甲府駅 みどりの窓口前

⑤上諏訪駅 改札外

⑥松本駅 改札内

【設置時間】初電～24：00

【設置時間】初電～21：00

【設置時間】初電～終電

⑸全駅達成記念「鉄製」印設置箇所・対応時間：八王子駅有人改札窓口 初電～終電
※専用台紙は 12 月１日各店舗営業開始時間より発売開始します。営業時間は店舗ごとに異なります。
※専用台紙の販売は無くなり次第終了します。
※専用台紙の在庫状況は「中央線が好きだ。」ホームページ（https://chuosuki.jp/event/azusa55th/）でお知らせします。

２ あずさで 55GO！GO！横サボラリー
販売箇所ごとに異なるデザインの、特急「あずさ」号の横サボをモチーフにしたピンバッチを販売し
ます。全９種類のピンバッチを集め、同封の引換用シールを専用チラシの裏面にある引換用紙に貼り、
コンプリート景品引換店舗にお持ちいただくと、コンプリート限定ピンバッチ付コレクション台紙をプ
レゼントします。さらに、JRE POINT に登録した Suica で全９駅の改札を出場かつ専用サイトでエ
ントリーすると抽選で 55 名様に JRE POINT5,555 ポイントをプレゼントします。
■横サボとは…列車側面にある行先や列車の愛称などを示す行先表示のこと。

⑴実施期間：2022 年１月 11 日（火）～２月 28 日（月）
⑵ピンバッチ販売箇所：NewDays 新宿・立川・八王子・甲府・松本銘品館、
NewDays ミニ上諏訪１号、NewDays KIOSK 茅野駅店・塩尻駅店、小淵沢駅改札外
⑶コンプリート景品引換店舗：NewDays 八王子・ 甲府・松本銘品館
※ピンバッチの販売およびコンプリート景品の引き換えは、各店舗の営業時間内とします。営業時間は店舗ごとに異なります。
※ピンバッチの販売およびコンプリート景品の引き換えは、無くなり次第販売を終了します。
※各店舗の在庫状況は「中央線が好きだ。」ホームページ（https://chuosuki.jp/event/azusa55th/）でお知らせします。
※ピンバッチはイベント期間終了後も販売する場合がありますが、コンプリート景品の引き換えは、イベント期間中のみとなります。
※詳細は首都圏および対象エリアの主な駅にある専用チラシ（１２月下旬頃掲出予定）をご覧ください。

３ 記念商品の販売
⑴特急「あずさ」号運行開始 55 周年オリジナル「型ぬきバウム」
あずさ 55 周年を記念したオリジナル「型抜きバウム」を販売します。
■販売場所・販売日時
〇八王子駅：みどりの窓口前
2021 年 12 月 11 日（土）～12 月 24 日（金）11：00～21：00
〇甲府駅：NewDays 甲府
2021 年 12 月 18 日（土）～無くなり次第終了
〇三鷹駅：改札内
2021 年 12 月 20 日（月）～12 月 25 日（土）10：00～21：00
※無くなり次第終了

オリジナル「型ぬきバウム」
（イメージ）

〇新宿駅：南改札内
2021 年 12 月 26 日（日）～2022 年 1 月 10 日（月・祝）10：00～21：00
※無くなり次第終了
■価格：特急あずさバウム 594 円（税込）/駅長パンダバウム 540 円（税込）
■製造会社：株式会社 ぶどうの木
■販売会社：株式会社 JR 東日本クロスステーション
⑵「特急あずさ 55 周年限定 新宿弁当」
新宿駅社員が掛け紙をデザインした、限定弁当を販売します。
■販売期間：2021 年 12 月 12 日（日）～
※3,000 食限定 無くなり次第終了
■販売場所：新宿駅「駅弁屋 頂」、東京駅「駅弁屋 祭」他
■販売価格：1,350 円（税込）
■製造会社：株式会社 丸政

「特急あずさ 55 周年限定 新宿弁当」
（イメージ）

■販売会社：株式会社 JR 東日本クロスステーション、株式会社 丸政

⑶＜新宿駅限定＞「特急あずさ 55 周年記念キーホルダー」
新宿駅社員がデザインした、記念キーホルダーを販売します。
■販売期間：2022 年１月 11 日（火）～
■販売場所：NewDays 新宿、NewDays 新宿南口中央
■販売価格：500 円（税込）
■販売会社：株式会社 JR 東日本クロスステーション

特急あずさ 55 周年記念キーホルダー
（イメージ）
※デザインは変更になる可能性があります。

４ 沿線各駅による記念イベント等
あずさ 55 周年を記念し、中央線の駅でイベント等を行い、メモリアルイヤーを盛り上げます。
【新宿駅】
・特急あずさ 55 周年記念 出発式
■概要：55 周年を記念して、特急あずさ５号の出発時刻に合わせ、出発式を行います。
■実施日時：2021 年 12 月 12 日（日）７：４３頃～８：０５頃（予定）
※特急あずさ５号の出発時刻（８：００）に合わせ実施
■実施場所：新宿駅 ９番線ホーム
【立川駅】
・特急「あずさ」号お見送りの実施
■概要：立川駅長や立川駅で働く JR 東日本グループの社員が、日ごろのご愛顧への感謝の気持ち
を込めて特急列車のお見送りを実施します。
■実施日時：2021 年 12 月 12 日（日）
特急あずさ９号発車時（9：26 頃）/特急あずさ 13 号（10：22 頃）/
特急あずさ 19 号発車時（11：52 頃）
■実施場所：立川駅 ６番線ホーム
【八王子駅】
・園児による特急「あずさ」号ぬりえ展示
■概要：八王子実践幼稚園の園児による特急「あずさ」号のぬりえを展示します。
■展示期間：2021 年 12 月 11 日（土）～12 月 24 日（金）
■展示場所：八王子駅 南口コンコース
【甲府駅】
・特急「あずさ」号 55 周年記念しおり・ペーパークラフトプレゼント
■概要：実施期間中、甲府駅みどりの窓口できっぷを購入された方または
指定席券売機にてきっぷを購入の上、甲府駅改札窓口でご提示い
ただいた方に、駅社員が作成したしおりとペーパークラフトを
プレゼントします。
■実施期間：2021 年 12 月１日（水）～12 月 26 日（日）
※無くなり次第終了

記念しおり（イメージ）

・甲府駅オリジナル乗車記念台紙プレゼント
■概要：実施日当日の使用済みきっぷ（乗車券または特急券）を、
甲府駅改札窓口でご提示いただいたお客さまに、駅社員が
作成したオリジナル乗車記念台紙をプレゼントします。
■実施日：2021 年 12 月 12 日（日）※無くなり次第終了
乗車記念台紙（イメージ）

【上諏訪駅】
・特急「あずさ」号お出迎えの実施
■概要：上諏訪駅社員が、「あずさ」号ご利用への感謝の気持ちを込めて特急列車のお出迎え
を実施します。
■実施日時：2021 年 12 月 12 日（日）
特急あずさ 3 号到着時（9：57 頃）/特急あずさ 5 号（10：12 頃）
■実施場所：上諏訪駅 2 番線ホーム
・上諏訪駅オリジナル あずさ 55 周年記念スタンプ台紙の配布
■概要：特急「あずさ」号 55 周年を記念して、駅社員が作成したオリジナルスタンプ台紙を
期間限定で配布します。
■実施期間：2021 年 12 月 1 日（水）～12 月 26 日（日）
【松本駅】
・特急「あずさ」号 55 周年記念写真展
■概要：社員等が撮影した歴代の「あずさ」号の写真を展示します。
■実施期間：2021 年 12 月 11 日（土）～12 月 26 日（日）
■展示場所：松本駅改札内コンコース
・特急「あずさ」号をモチーフにした顔出しパネルコーナーの設置
■概要：特急「あずさ」号をモチーフにした顔出しパネルコーナーを設置します。
■実施日時：2021 年 12 月 11 日（土）～12 月 26 日（日）
■設置場所：松本駅改札内
５ デジタル観光ツアーアプリ「Spot Tour」を活用した、車窓ガイドサービス「あずさ・かいじで
行く車窓満喫の旅」を提供します
スポットツアー㈱と連携し、スマートフォンを用いたアプリによる観光案内サービスを提供しま
す。中央線特急列車に乗務する新宿運輸区社員の「沿線の魅力をお伝えし、中央線特急列車の旅をも
っとお楽しみいただきたい！」という想いを発端に、アプリによる車窓ガイドサービスの提供を実現
しました。紹介するスポットは、新宿運輸区社員が厳選、中央線特急列車に乗車しながら、車窓から
楽しめる沿線観光案内を入手して、魅力あふれる中央線沿線の列車旅をお楽しみください。
⑴実施期間：2021 年 12 月 12 日（日）～2022 年 12 月 11 日（日）
⑵参加費：無料 ※ただし、通信費はお客さま負担となります。
⑶参加方法：
① Spot Tour アプリをスマートフォンにインストールする（無料）
② ツアー名検索またはツアーコードを入力し、ご乗車駅からツアー
に参加する（対象区間のどの駅からでも参加可能です）
ツアー名
【下り/甲府・松本方面】あずさ・かいじで行く車窓満喫の旅
【上り/新宿・東京方面】あずさ・かいじで行く車窓満喫の旅
ツアーコード
【下り/甲府・松本方面】「79361」
【上り/新宿・東京方面】「36230」

画面イメージ

「SpotTour」アプリの
ダウンロードはこちら

「Spot Tour」とは…
〇スポットツアー株式会社が提供するデジタル観光ツアーアプリです。
〇アプリをダウンロードし、ツアーに参加、登録されたスポットを訪問すると、デジタルスタ
ンプや限定情報が取得できます。
〇スポットを訪問した日時や写真がアプリに履歴として残るため、思い出として保存したり、
SNS でシェアしたりすることもできます。
※詳細はこちらをご参照ください。【https://spottour.jp/】

※ツアー名検索やツアーコードは、開催後にご利用できます。
※サービス提供区間は、中央線 東京〜松本間です。
※車内での動画視聴は、イヤホン等をご利用いただき、周りのお客さまにご配慮ください。
※通信環境により、観光案内が受けられない場合があります。

※写真・画像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。
※輸送状況や今後の新型コロナウイルス感染状況により、イベント等は予告なく内容を変更または中止する場合があります。
※最新の情報は「中央線が好きだ。」内イベントページ（https://chuosuki.jp/event/azusa55th/）をご確認ください。

