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10 月 14 日は「鉄道の日」！ 
「鉄道開業 150 年」を盛り上げる、限定企画やイベントが続々登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

１．鉄道開業 150 年を「楽しむ」コンテンツ（きっぷ・ご旅行） 

（１）～駅に隠れた 150 匹のポケモンを探そう～イベントの開催（予告） 

JR 東日本では、鉄道開業 150 年を記念し、株式会社ポケモンと 

共同で、各駅でポケモンとの写真が撮れる「～駅に隠れた 150 匹の 

ポケモンを探そう～」イベントを開催します（10 月頃開始予定）。 

「鉄道開業 150 年記念 JR 東日本パス」を使って、東日本エリアの各駅 

に隠れたポケモンたちの写真を撮りにお出かけしませんか。 ※詳細は決まり次第、別途お知らせします。 

【鉄道開業 150 年記念 JR 東日本パス】 

JR 東日本では鉄道開業 150 年を記念し、これまでの歩みに感謝を表し「鉄道開業 150 年記念 JR 東日本

パス」を「えきねっと（Web）」限定で発売します。 

   〇価    格：おとな 22,150 円 こども 10,150 円（税込） 

   〇利 用期 間：2022 年 10 月 14 日（金）～10 月 27 日（木） 

    ※ご利用開始日の 1 ヶ月前からご利用日３日前までの発売となります。 

   〇有 効期 間：３日間 

   〇販 売方 法：「えきねっと（Web）」限定販売 

   〇利 用内 容： フリーエリア内の JR 東日本全線、青い森鉄道線、IGR いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北

越急行線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津～新井間）の普通

列車と特急など（新幹線を含む）の普通車自由席および JR 東日本が運行する BRT が 3

日間乗り降り自由です。あらかじめ座席の指定を受ければ、新幹線・優等列車の普通車指定

席が 4 回までご利用になれます。  

〇そ の 他：「鉄道開業 150 年記念 JR 東日本パス」の詳細はホームページをご参照ください。 

URL：https://www.jreast.co.jp/150th/ 

〇まもなく 10 月 14 日「鉄道の日」！今年は、鉄道が開業して 150 年の記念の節目を迎
えます。 

〇「鉄道開業 150 年」を記念し、これからの新しい鉄道・駅・旅を感じるイベントや「歴史」を
感じられる特別企画展の開催、鉄道開業 150 年にちなんだ「グッズの販売」「鉄道シミュ
レータの配信」「プレゼントキャンペーン」などが続々登場します！ 

〇この秋は、鉄道 150 年の歴史や今後の未来を感じながら、お出かけやお買いものをお楽
しみください。 

 

 

https://www.jreast.co.jp/150th/


 

（２）カシオペア紀行から始まる日本一周の旅 16 日間（申込受付中）  

一度は乗りたい寝台列車「カシオペア紀行」などの観光列車や、9 月 23 日に開業予定 

の西九州新幹線に乗車するとともに、ベストシーズンの東北の紅葉をはじめ、各地の 

名所を訪れるほか厳選宿に宿泊し、思い出に残る特別な旅をお楽しみいただけます。 

〇商 品 名：カシオペア紀行から始まる日本一周の旅 16 日間 

〇出 発 日：2022 年 10 月 29 日（土）、11 月 5 日（土） 

〇旅 行代 金：上野駅発・羽田空港着 

カシオペアスイートメゾネット（大人１名・税込） 

1 室 1 名利用 1,900,000 円 

1 室 2 名利用 1,500,000 円 

〇募 集定 員：各 16 名（最少催行人員：各 8 名） 

〇企 画実 施：株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス 

〇予約サイト：「日本の旅、鉄道の旅」  

URL：https://www.jrview-travel.com/reserve/topList?genteiCd=2&freeWord=日本一周の旅 16 日間 

※ 旅行商品の詳細は上記予約サイトをご確認ください。  

※ 一部区間の運行状況により行程が変更になる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシオペア紀行 秋田県・抱返り渓谷（イメージ） 西九州新幹線・かもめ「提供：JR 九州」 

※地図は略図です。 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList?genteiCd=2&freeWord=日本一周の旅16日間


 

２．鉄道開業 150 年の「歴史」やこれからの新しい鉄道・駅・旅を感じていただくコンテンツ 

（１）上野駅「文化創造イベント」の開催 

   かつて「東北・信越地方の玄関口」と呼ばれ、壮大な駅空間と共に、私たちの記憶に残る上野駅。鉄道開業

150 年の歴史を振り返りながら、駅や旅の可能性をさまざまな角度から体験していただく取り組みとして、「上野駅

Beyond Station：停車場から文化創造 Station へ」をテーマに、各種イベントを開催します。  

※詳細は決まり次第、別途お知らせします。 

 

【タイムトリップ 150 年】 

① 現実を超える旅「AR 車両フォトスポット」 

AR（拡張現実）技術を活用して、実際の上野駅の空間にかつて 

走行していた車両を精巧に再現した AR 鉄道車両を展示します。 

〇日 時：2022 年 10 月 14 日（金）～10 月 16 日（日） 

2022 年 10 月 28 日（金）～10 月 30 日（日） 

〇会 場：上野駅 15、16 番線ホーム前 

〇参加方法：JRE MALL で特定の商品をお買い上げいただいた方に体験いただく予定 

② 上野駅回遊スタンプラリー「150 年をめぐる旅」 

鉄道開業 150 年の文化や歴史を体感していただきながら、上野駅をめぐるスタンプラリーを実施します。 

〇日 時：2022 年 10 月 14 日（金）～10 月 30 日（日） 

〇会   場：上野駅構内、上野駅周辺 

 

 

【文化発信・創造拠点 つながる上野駅】 

 新潟・佐渡地域と連携し、多様な視点・手法を用いて各地域の文化

を発信します。地域文化の発信拠点・創造拠点としての新しい駅の姿

を提案します。 

① 伝統芸能五感体験／地域の多様な魅力発信・創造 

地域の伝統芸能を五感で体感できるイベントを開催します。また、 

多様な世代が各地域を訪ね、それぞれの視点で捉えた、さまざまな 

地域の魅力、新しい旅の可能性を紹介します。   

○日   時：2022 年 10 月 14 日（金）～10 月 16 日（日） 

○会   場：上野駅 中央改札外コンコース 

② 五感体験型 新潟産直市 

新潟・佐渡地域の風景・音・香り・味・手触りなどを感じながら、各地の地産品を紹介します。また、各種 

地産品の販売を行います。現地とのライブ中継も予定しています。 

○日   時：2022 年 10 月 25 日（火）～10 月 30 日（日） 

○会   場：上野駅 中央改札外コンコース 

 

AR 技術を活用した体験イメージ 

五感体験装置一部（イメージ） 



 

（２）Virtual AKIBA World で「１号機関車」を展示します 

 「Virtual AKIBA World」 のホーム上に、鉄道開業時に使用された「1 号機関車」を再現し期間中設置しま

す。客車はギャラリーとして「バーチャル鉄道 150 年博物館」と「協賛社車両」を展開します。 

○期 間：2022 年 10 月 3 日（月）～11 月 10 日（木） 

○会 場：メタバース・ステーション「Virtual AKIBA World」  

① バーチャル鉄道 150 年博物館 

「1 号機関車」の客車部分を再現・展示、内部を 3D ギャラリー化し、 

当時の錦絵、関連映像、年表などを VR で視聴可能なコンテンツを設 

置します。 

② 協賛社車両 

客車の一部を協賛社車両として協賛社の歴史などを VR 上で体験できる空間を設置します。明治時代から続

く東京海上日動火災保険株式会社、サッポロビール株式会社と連携した展開を行います。 

③ 明治時代のアバター体験 

明治時代のファッションを意識したアバターを３種類程度用意する 

予定です。１号機関車の前で記念撮影などタイムスリップ気分が味わ 

える体験を提供します。 

 

 

（３）明治時代の鉄道資料を初めて一般公開します！ 

    JR 東日本が購入した明治時代初期の鉄道資料を、鉄道博物館の企画展「鉄道 

   の作った日本の旅 150 年」の会場内｢珠玉の秘蔵資料特別公開｣コーナーにおいて 

3 期間に分けて展示します。この資料は鉄道技師・服部勤（1850-1927）が 

所蔵していた資料です。車両や部品、信号機などの彩色図が多くを占めています。 

○明治時代の鉄道資料展示 

2022 年 10 月 19 日（水）～12 月 19 日（月） 

※企画展会期：2022 年 7 月 23 日（土）～2023 年 1 月 30 日（月） 

○会   場：鉄道博物館本館２階スペシャルギャラリー 

         企画展「鉄道の作った日本の旅 150 年」内 

 

  【展示予定資料の一例】 ※展示資料は、変更になる可能性がございます。 

  ●信号機図面 

明治時代初期の信号機の具体的な構造を 

明らかにする図面。当時の信号機図面はこれまで 

発見されておらず、当時の技術を知るうえで貴重 

な資料です。 

 

 

 信号機図面（イメージ） 

バーチャル鉄道 150 年博物館 

企画展ポスター 

バーチャル鉄道 150 年博物館 

明治時代のファッションを意識したアバター 



 

３．鉄道開業 150 年を彩る「賑わい」コンテンツ（グッズ販売、鉄道シミュレータなど） 

（１）「駅弁味の陣 2022」「みんなが贈りたい。JR 東日本おみやげグランプリ」を開催します 

    東日本各地の駅弁・おみやげなどのエントリー商品のなかから、WEB 投票により「駅弁大将軍」や「おみやげ総合グ

ランプリ」を決定します。本年は鉄道開業 150 年のメモリアルイヤー企画として、150 年記念関連商品の特別賞も予

定しています。 

○期  間： 2022 年 10 月 1 日（土）～ 11 月 30 日（水）  

○取扱店舗： JR 東日本管内 74 駅における駅構内や駅ビル内にある駅弁および 

おみやげ取扱店舗（グランスタ東京、 駅弁屋「祭」など） 

※詳細は決まり次第、別途お知らせします。 

 

（２）「鉄道開業 150 年」 JRE MALL でオリジナルグッズプレゼントキャンペーンを実施します！  

    JR東日本直営の通販サイト「JRE MALL」では鉄道開業150年を記念してスペシャルサイトをリニューアルし、「音」

をテーマにした鉄道デジタルコンテンツや Suica のペンギングッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。また、鉄道開

業 150 年を記念した新商品の販売も順次予定しています。 

〇開 始 日：2022 年 9 月 21 日（水） 

〇U R L：https://www.jreastmall.com/shop/e/etetsudo/ ※同じ URL で内容がリニューアルされます。 

※詳細は決まり次第、別途お知らせします。 

 【「音」をテーマにした鉄道デジタルコンテンツ】     【限定商品の一例】  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

（３）駅構内で鉄道 150 年をテーマとした催事を開催します！ 

    東京支社、横浜支社、八王子支社、大宮支社、千葉支社エリアの下記駅に 

   おいて、各支社管内を走る路線×150 年をテーマとした鉄道催事を開催します。 

   〇期  間：2022 年 10 月１日（土）～11 月 13 日（日）  

            ※上記期間内に、下記会場にて順次展開していきます。 

〇会  場：横浜駅、大宮駅、八王子駅、立川駅、上野駅、両国駅 

   〇そ の 他：3,000 円（税込）以上お買い上げの方には、各会場にてオリジナルステッカーを数量限定でプレゼント

します。※さらに両国駅では、さまざまなグッズが当たる抽選会を実施します。 

※詳細は、JR 東日本クロスステーション公式 Twitter（https://twitter.com/ekinakalab）にてお知らせします。 

※企画内容や販売商品は変更になる場合

がございますので予めご了承下さい。  

※画像はイメージです。 

（オリジナルステッカー） 

※デザインはいずれもイメージです 

カードケース鉄道開業 150年 

（E3 E5 E6 E7集合） 
 

880円（税込） 

10月上旬販売予定 

https://www.jreastmall.com/shop/e/etetsudo/
https://twitter.com/ekinakalab


 

（４）「JR 東日本トレインシミュレータ」早期アクセス版の配信を開始します！ 

株式会社音楽館と連携し、実写映像で忠実に再現した「JR 東日本 

トレインシミュレータ」を PC ゲーム用プラットフォーム「Steam(スチーム)」にて 

世界に向け配信を開始します。運転士が実際に訓練で使用する 

業務用シミュレータを一部加工し、ご家庭で本物の運転体験を 

お楽しみいただけます。今回配信するシミュレータは、早期アクセス版 

であり、今後本格配信を予定しています。 

〇販売開始日：2022 年９月 20 日（火） 

〇販 売 箇 所：PC ゲーム用プラットフォーム「Steam」 

〇配 信 路 線：京浜東北線 南行 大宮-南浦和間 

八高線 上り 高崎-群馬藤岡間（キハ 110 系を使用） 

〇金  額：日本販売価格 980 円 （海外販売価格 9.99 米ドル） 

〇そ の 他：Windows10 環境にて動作します。 

詳しい内容は、「JR 東日本トレインシミュレータ」公式サイトをご参照ください。 

URL：https://www.jreast.co.jp/simulator/ 

・ 「Steam」について 

米国の「Valve Corporation」が運営する PC ゲームおよび PC ソフトウェアの配信プラットフォームです。 

©2022 Valve Corporation. Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。 

・ 「株式会社音楽館」について 

音楽事業の会社として 1985 年に設立。以降、鉄道関連事業にも参入し、業務用シミュレータの開発・製作、ホ

ームドア開発を手掛けています。 

 

４．鉄道開業 150 年を盛り上げる「コラボ企画」「プレゼントキャンペーン」 

（１） 「限定デザイン Coke ON®スタンプが必ずもらえる！キャンペーン」を開催します！ 

〇期  間：2022 年 10 月 3 日（月）～10 月 31 日（月） 

〇概  要：「Coke ON®アプリ」をお使いのスマートフォンにダウンロード 

        のうえ、登録した対象の交通系電子マネーを使って、期間 

中、対象の自販機でコカ・コーラ社製品をご購入いただくと、通常のスタンプに加えて、限定デザインの

オリジナルスタンプをもう 1 個プレゼント。さらに、限定デザインのオリジナルスタンプを３個集めると、お

好きなコカ・コーラ社製品 1 本と対応自販機で引き換えできる、「鉄道開業 150 年記念デザインのド

リンクチケット」を 1 枚プレゼント。 

※詳細は、9 月下旬に改めてお知らせします。 

〇対象電子マネー：Kitaca、Suica、TOICA、ICOCA、SUGOCA 

〇対 象 自 販 機：コカ・コーラ社のマルチマネー自販機 

※「Coke ON®（Bluetooth 接続）」もしくは「Coke ON® IC」対応のものに限ります。 

   ※Coke ON®は The Coca-Cola Company の登録商標です。 

 

※登録商標出願中 

※京浜東北線(E233 系) シミュレータ体験イメージ 

https://www.jreast.co.jp/simulator/


 

 （２）「Suica 電子マネーでお買いものをしよう！JRE POINT プレゼントキャンペーン」を開催します！ 

   鉄道開業 150 年を更に盛り上げるため、期間中、JRE POINT サイトでエントリーした Suica・ モバイル 

Suica を使って対象店舗でお買いものをすると、抽選で JRE POINT をプレゼントします。 

〇期  間：2022 年 10 月 3 日（月）～10 月 31 日（月） ※エントリーは 9 月下旬から 

〇概  要： 対象店舗で、JRE POINT が貯まるお買いものを、合計 2,000 円（税込）以上された方の中 

から抽選で 1,500 名さまに JRE POINT をプレゼント。また、期間中に JRE MALL で Suica 

ネット決済をご利用いただいた方は、当選倍率が２倍になります。詳しくは JRE POINT サイトを 

ご覧ください。    

〇対象電子マネー：Suica 

   〇対象店舗：エキナカ・エキチカの黄色いマークの JRE POINT が貯まるお店 

※詳細は決まり次第、お知らせします。 

※一部対象外の店舗があります。             

 

【参考】「鉄道開業 150 年」スペシャルサイトでの情報発信 

「鉄道開業 150 年」の歴史を感じることができる動画や歴史の紹介をはじめ、当社のさまざまな職場で実施する

地域の特性を活かしたイベントなどをタイムリーにご紹介しています。是非ご覧ください。 

スペシャルサイト URL：https://www.jreast.co.jp/150th/ 

 

 

https://www.jreast.co.jp/150th/

