
 

 

 

 

 2022 年 9 月 20 日  

東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

JR 東日本の EC サイト「JRE MALL」で 

鉄道開業 150 年を記念したプレゼントキャンペーンを実施します 
 

 〇JR 東日本ではネット通販、エキナカ商品の事前注文やふるさと納税などを提供する EC サイト 

「JRE MALL」を運営しています。このたび、鉄道開業 150 年を記念したスペシャルサイトをリニューア

ルします。 

〇鉄道開業 150 年を記念して、「JRE MALL」では”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「硬券きっぷ」マグネットのプレゼントキャンペーンを開催します。 

〇鉄道開業 150 年を記念した新商品を順次販売します。 

 

１．「JRE MALL」鉄道開業 150 年スペシャルサイトのリニューアルについて 

（１）リニューアル日時： 

2022 年 9 月 21 日（水）10:00 頃 

 

（２）概要： 

「JRE MALL」のキャンペーン情報や各ショップの鉄道開業 150 年を記念した限定商品・イベント情

報を掲載します。また、「JRE MALL」で販売中の鉄道グッズや鉄道イベント情報なども合わせて掲

載します。 

     https://www.jreastmall.com/shop/e/etetsudo/  ※同じ URL で内容が変わります。 

 

<サイトイメージ> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑スペシャルサイトはこちら

からもご覧いただけます。 

 

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


 

2．プレゼントキャンペーンについて 

（１）“音”をテーマにした鉄道デジタルコンテンツ プレゼントキャンペーン 

    出店ショップを 8 カテゴリに分類し、そのカテゴリごとに JR 社員が録音した合計 8 種類の車両の   

“音”をご用意いたしました。対象期間に、会員ログインしてエントリーのうえ JRE MALL でお買いも

のいただくと、対象の音源を後日プレゼントいたします。JRE MALL 限定の“音”をぜひ耳で感じて

みて下さい。 

                                ＜音源＞ 

蒸気 機関 車          気 動車          電車             新幹 線  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＜カテゴリ一覧＞                     ＜音源録音のイメージ＞     

 

①対象期間： 

2022 年 9 月 21 日（水）10 時～2022 年 11 月 20 日（日） 

 

   ②配布時期： 

 2022 年 12 月上旬以降、準備でき次第メールでご案内いたします。 

 

 ③対象商品； 

 JRE MALL ふるさと納税、ネットでエキナカを除く全商品 

 

   ④参加方法： 

     JRE MALL 会員登録にて「モールニュース」の受信を許可し、キャンペーンサイトでエントリーのう

え対象商品をご購入いただくと後日メールでダウンロード URL が届きます。 

https://www.jreastmall.com/shop/e/edigicon/ 

 

 

詳細はこちら 

●D51 の汽笛 

（機関室で録音） 

●D51＋12 系客車の発車音 

（車外で録音） 

 

 

●キハ 110 系の警 笛  

（乗 務員 室 で録音 ）  

●キハ 110 系の発 車 音  

（車外で録音） 

 

【録音箇所】 

ぐんま  

車 両 センター  

後閑駅 

【録音箇所】 

ぐんま  

車 両 センター  

 

●485 系「華」の警 笛 (空気 笛 )  

（乗 務員 室 で録音 ）  

●485 系「華」の発車音 

（車外で録音） 

 

【録音箇所】 

高 崎  

車 両 センター  

 

●E2 系の警笛 

（乗務員室で録音） 

●E2 系の発車音 

（車外で録音） 

【録音箇所】 

 

新 幹 線 総 合  

車 両 センター  

 

https://www.jreastmall.com/shop/e/edigicon/


 

 （２）Suica のペンギン「硬券きっぷ」マグネット プレゼントキャンペーン 

 鉄道の歴史を感じる「硬券きっぷ」の形をしたマグネットに、駅員さんに扮した Suica のペンギンを

あしらったかわいらしいデザインを 2 種類ご用意しました。 ※マグネットは選べません 

 

 

 

 

             ＜マグネットイメージ＞                    ＜使用イメージ＞ 

①対象期間 

 2022 年 9 月 21 日（水）10 時～2023 年 3 月 31 日（金） ※なくなり次第終了です 

 

 ②対象商品 

   【硬券マグネット付】と商品名に記載の 2,000 円以上（税込・送料除く）の  

Suica のペンギングッズ 

 https://www.jreastmall.com/shop/e/ekohkenpg/ 

 

 ＜対象商品一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③配布方法 

    対象商品 1 点ご購入につき、硬券マグネット 1 個が商品と一緒に届きます。 

 

④限定数 

   計 15,000 個（各デザイン 7,500 個） 

【トレニアート JRE MALL 店】 

JRE MALL 先行販売・送料無料 

【硬券マグネット付】 

Suica のペンギン 和洋オードブル 

2 段重（2～3 人前） 

21,240 円（税込） 

※11/21 以降は 23,600 円（税込）に変更 

数量限定 

 
 

【暮らしのいいものマルシェ】 

  

【硬券マグネット付】 

Suica のペンギン 

ステンレスタンブラー（鉄道シリーズ） 
2,530 円（税込） 

70 個限定 
 

Suica のペンギンがデザインされたオリ

ジナルオードブル。限定の重箱は、食事後

も小物入れ等でお楽しみいただけます。 

保温と保冷の効果が抜群で、年中通してお

使いいただけるタンブラー。進行信号のポ

ーズをしているペンギンがキュート。 

カラーサンドで Suica のペンギンを再現。

多肉植物（フェイクプランツ）を組み合わせ

たインテリアグリーンとして楽しめる商品。 

詳細はこちら 

【イイハナ・ドットコム】 

JRE MALL 限定 

【硬券マグネット付】 

Suica のペンギン 

カラーサンド多肉植物 

各 3,740 円（税込） 

300 個限定 

 

https://www.jreastmall.com/shop/e/ekohkenpg/


 

3．鉄道開業 150 年を記念した新商品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鉄道開業 150 周年 記念 Suica も好評発売中！ 

 

  販売価格：15,000 円（税込） 

販売数:15,000 セット 

  記念 Suica の有効期限：2023 年 3 月 31 日（金）まで 

商品 URL:    

https://www.jreastmall.com/shop/e/e150suica/ 

 

※画像はイメージです。※記載内容は一部変更になる場合がございます。 ※Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 （C）Chiharu Sakazaki/JR 東日本/dentsu 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【トレニアート JRE MALL 店】 

 

カードケース鉄道開業 150 年 

（機関車集合） 
880 円（税込） 

10 月上旬販売開始 

蒸気機関車 D51・C57・C58・C61 が

デザインされたカードケースです。鉄道

開業 150 年ロゴ付き！ 

【ジェネラルストアレールヤード】 

JRE MALL 限定 

鉄道開業 150 年記念メタルプレート 

＜蒸気機関車ナンバープレート＞  

※シリアルナンバー（指定不可）・額装付き 
25,000 円（税込）/300 個限定 

10 月 4 日（火）受注生産予約開始 
 

鉄道史を彩った蒸気機関車のシンボルであ

るナンバープレートと銘板をメタルプレート

として美しくデザインし額装を施しました。 

 

【トレニアート JRE MALL 店】 

 

ヱビスビール「鉄道開業 150 年記念」缶 

350 缶 24 本入り 
6,480 円（税込） 

10 月上旬販売開始 

吟味しつくされた原料と製法がつむぐ、旨

味あふれる、ふくよかなコク。そのヱビスビ

ールでの鉄道開業１５０年記念ラベルです。 

●JRE MALL（https://www.jreastmall.com/）について 

JR 東日本直営のネット通販、エキナカ商品の事前注文およびふるさ

と納税などを提供する EC サイトです。JRE POINT が 100 円(税抜）

毎に 1 ポイント貯まり、1 ポイント（＝1 円）単位でお買いものにご利用

いただけます。 

また、ビューカード決済で最大 3.5 倍分の JRE POINT が貯まりま

す。2022 年 9 月 15 日現在 234 ショップが出店しています。 

https://www.jreastmall.com/shop/e/e150suica/
https://www.jreastmall.com/

