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「ＪＲ東日本 新潟支社」店で限定販売！！～

「新潟車両センター見学会２０２１」を開催します！
JR 東日本新潟支社では在来線の車両基地である「新潟車両センター」の見学会イベントを
開催します。
今回のイベントでは往復の会場アクセスに、新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車「海里」の
車両を使用し、普段は乗車することのできない「入出区線」の乗車と、車体の「洗浄機」の通
過を体験いただきます。
会場では車両メンテナンスに携わる「検修社員」による車両機器の解説や作業の実演をはじ
め、所属する車両の展示など充実した内容をガイドツアー形式でお楽しみいただきます。
また、今回初めて電車の連結・切り離し作業を実演するコーナーを設けます。
復路の体験乗車では「海里」（下り列車）車内において予約制で提供している「海里特製
加島屋御膳」をご用意します。車両センター構内の車窓とともに非日常のひとときをお楽しみ
ください。
イベントへの参加は、JRE MALL「JR 東日本 新潟支社」店での参加券購入（先着定員制）が
必要となります。地域の皆さまへ感謝の気持ちを込め、新潟県民の皆さまを対象とした限定商
品もご用意しました。皆さまのご参加をお待ちしております。

１

開催日
2021 年 11 月 6 日（土）

２

開催時間
第1部

11:30 頃 ～ 14:40 頃

第2部

14:50 頃 ～ 18:20 頃

前年開催時の様子

車両機器解説

クモヤ 143 系

しゃたいこうじょう

※別途受付時刻を指定します。

車体扛上

第 2 部は初めて夕暮れ時間帯に開催します！
構内照明をはじめ、車両や信号機・標識等の灯具が醸し出す車両センター独特の幻想的な
雰囲気をお楽しみください！

３

集合・解散場所
新潟駅

４ 主なイベント内容
○ 車両機器解説・メンテナンス作業実演
鉄道車両のメンテナンスに携わる「プロ」が検修庫をご案内し、車両の機器を説明しなが
ら日ごろの作業の様子を実演します。また、鉄道車両の「重量」を体感できるコーナーを設
けます。
○ 車両展示
新潟エリアで活躍する所属車両を展示します。ラインナップは当日までのお楽しみ！
○ クモヤ 143 系「字幕」回転実演・側引戸（がわひきど）開放展示
事業用車両「クモヤ 143 系」は主に「SL ばんえつ物語」で使われている 12 系客車の定期
検査時、車両の入換の際に活躍する牽引車です。所属する「クモヤ 143-51」は近年では本
線上に姿を現すこともなく、近くで目に触れる機会も稀な車両です。車両前面上部にある幕
式の行先標の表示切替をお楽しみいただくとともに、車体側面の「側引戸」を開放して展示
します。また、
「新潟市新津鉄道資料館」
（新潟市秋葉区）のご協力のもと、前身の「荷物
車」として使用されていたクモニ 143 系等の車内の様子をご覧いただきます。
○ 115 系「車体扛上（しゃたいこうじょう）」展示
今回の開催では 115 系の中間車両（モハ 114）をジャッキアップし、車体と台車を切り離
した状態で展示します。車輪を回すための「モーター」や「ＭＧ」と呼ばれる電動発電機な
どの床下機器を普段とは異なる視点からご覧いただきます。
○ ～新潟運輸区 presents～ 電車「連結・切り離し作業」実演
かつては新潟支社内の主要駅で日常的に見ることのできた 115 系と 115 系の連結・切り離
しをはじめとした作業の様子を「新潟運輸区」の乗務員が特別に実演します。
○ 「白上（はくじょう）
」出区・「海里特製 加島屋御膳」
復路の体験乗車では今回初めて「白上（はくじょう）
」と呼ばれる
白新線上りの線路に合流する出区車両専用の高架橋を通るルートを運転
します。
車両センター構内では進行方向を変えながら入換運転を行います。
普段とは異なる車窓を眺めながら、車内でご用意する「海里特製
加島屋御膳」をお召し上がりください。
※第 1 部・第 2 部ともに食事の提供は開催時間の終盤となります。

５

販売価格
お一人さま
11,500 円（税込、大人・小児同額）
1 名参加・2 名参加・4 名参加のコースをご用意します。
※お客さま都合によるキャンセル・変更はいたしかねます。

「白上」出区

「海里特製 加島屋御膳」

６

販売期間
2021 年 10 月 21 日(木) 12:00 ～ 10 月 31 日(日) 23:59 ※売り切れ次第終了となります

７

購入方法
JRE MALL に会員登録の上「JR 東日本 新潟支社」店よりご購入ください。[先着定員制]
JRE MALL「JR 東日本 新潟支社」店：https://www.jreastmall.com/shop/c/cI3/

８

定員
各部 86 名（合計 172 名）
一般販売

新潟県民
限定商品

１名参加コース

15 名

15 名

30 名

２名参加コース

3組

3組

12 名

４名参加コース

6組

5組

44 名

コース

定員
「海里」
（HB-E300 系）

1 名参加コース
（1 号車）

4 名参加コース
（2 号車）

2 名／4 名参加コース
（4 号車）

※体験乗車（
「海里」
）の座席は選べません。
1 名参加コースは 1 回の操作で 4 名分まで購入可能。

９ 参加条件及び注意事項
・安全確保の都合により小学生以上とします。小学生のお客さまは必ず保護者同伴でご参加く
ださい。
（大人 1 名につき小学生 2 名までとします。なお全員分の参加券が必要です。
）
・往復の体験乗車では全員の着席をお願いします。1・4 号車設置の簡易展望スペース及び
3 号車イベントスペースはご利用いただけません。
・会場内は一部、撮影禁止エリアを設ける場合があります。また、三脚・脚立の持ち込みはご
遠慮ください。
・受付の際、本人確認書類（免許証・学生証等）をお持ちください。本人確認をさせていただ
きます。購入者情報と異なる場合は参加をお断りします。
・新型コロナウイルス感染症対策を実施して開催します。マスクの着用及び検温・手指消毒の
実施等にご協力をお願いします。
・ご参加にあたっての条件詳細は商品ページをご確認いただき、同意の上でご購入ください。
10

「新潟車両センター」のご紹介
新潟車両センターは 1974 年（昭和 49 年）5 月 24 日に当時の日本国有鉄道「新潟運転所上沼
垂支所」として開設されました。その後、1986 年（昭和 61 年）11 月 1 日に前身の「上沼垂運
転区」が発足しました。2004 年（平成 16 年）4 月 1 日に「新潟車両センター」へ名称を変更し、
現在に至っています。
115 系や E129 系・E653 系といった「電車」をはじめ、
「海里」
（HB-E300 系・ディーゼルハイ
ブリッド気動車）や主に「SL ばんえつ物語」で使われている 12 系客車など総勢 270 両の車両
が所属しています。

11

「新潟運輸区」のご紹介
新潟運輸区は主に車掌と運転士が在籍する職場です。1997 年（平成 9 年）9 月 5 日に当時の
「新潟車掌区」と「新潟運転所」を統合し、「新潟運輸区」として発足、現在に至っています。
新潟を拠点に信越本線・白新線・羽越本線・越後線等を中心に 115 系や E129 系・E653 系とい
った「電車」の乗務を主に担当しています。
また、金土休日を中心とした「海里」
（新潟駅～酒田駅間）の定期運行をはじめ、本イベント
でも往復の「体験乗車」の乗務を担当します。
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JRE MALL について
JRE MALL は JR 東日本が運営する EC サイトです。鉄道グッズなどの JR 東日本グループなら
ではの商品をはじめ、各地の地産品など特色ある商品をご用意しております。JR 東日本グルー
プ共通ポイントである「JRE POINT」が「貯まる」
「使える」ことも大きな特徴です。

※2021 年 10 月 15 日時点の情報です。
新型コロナウイルス感染状況などにより、イベント内容の変更や中止とする場合があります。
最新の情報につきましては JRE MALL「JR 東日本 新潟支社」店をご覧ください。
※画像・イラストは全てイメージです。

