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東日本旅客鉄道株式会社  

   八 王 子 支 社 

 

「鉄道開業 150 年＆新幹線 YEAR2022 in TACHIKAWA」を開催します 

 

今年は鉄道開業 150年と新幹線 YEAR2022が重なる記念すべき年です。立川駅では「お客さまへ

感謝の気持ちを伝える」を合言葉に『鉄道開業 150年＆新幹線 YEAR2022 in TACHIKAWA』を開

催します。立川駅・府中本町駅・東所沢駅と駅ビル 3館（ルミネ立川・グランデュオ立川・エキュート

立川）、㈱JR東日本クロスステーション、（株）JR 東日本ステーションサービス立川駅、駅たびコンシ

ェルジュ立川が合同で企画した「買って・食べて・見て」の３つの「楽しむ」をテーマとした「お子さ

ま連れのご家族」に立川駅を満喫いただけるイベントです。 

ぜひご家族で立川駅社員の思いが詰まったさまざまな企画をお楽しみください。 

 

１ 概要 

会  場：JR 立川駅 コンコース（南北自由通路）および東改札内  

     グランデュオ立川、エキュート立川 

協  力：白梅学園清修中高一貫部、宮地楽器、 

ルミネ立川、グランデュオ立川、エキュート立川 

     ㈱JR東日本クロスステーション 

会 場 図：最終ページをご参照ください。 

 

２ 買って楽しむ 

（１）立川お買い物ラリー抽選会 

立川駅でのお買い物がさらに楽しくなる立川お買い物ラリー抽選会を開催します。 

お買い物ラリー対象期間に、対象店舗２店舗以上で 1会計 500円（税込）以上のお買い物をし、 

合計 3,000 円（税込）以上購入されたレシートを駅たびコンシェルジュ立川にお持ちいただくと

抽選会に参加できます。鉄道の裏側が覗ける「JR 東日本お仕事見学ツアー」や立川駅の買い物で

使える商品券など豪華な景品をご用意しています。 

※合計金額 3,000 円ごとに、最大 3 回まで参加できます。 

 また、参加賞としてもれなく「イベント限定 IC パスケース」をプレゼントします。 

 ※数に限りがあります。なくなり次第終了です。 

※抽選は「JR 東日本お仕事見学ツアー」用と「商品券・お買物券」用に 

分けて実施します。 

  

お買い物ラリー対象期間：10月１日（土）～10月８日（土） 

抽選会開催日時：10月 8日（土）10：00～16：００ 

抽選会開催場所：駅たびコンシェルジュ立川 

 

イベントポスター 

ICパスケース デザイン 



景品：■JR東日本お仕事見学ツアー 6組 12名様 

    ・開催日：2022年 12月 10 日（土） 

           ・時間帯：午前の部【10：00～12：30】（3組 6名様） 

  午後の部【14：00～16：30】（3組 6 名様） 

  ・小学生のお子さま（小学１年生～小学 6 年生）と 18歳以上の保護者の方の 2名 1 組でご参加ください。 

   ※親子であることは問いません。 

   ・立川駅及び立川駅近くの運転士・車掌職場を見学していただきます。 

■ルミネ商品券 1,000円×10名様 

■グランデュオ立川お買物券 1,000円×10名様 

■エキュート立川お買物券 1,000円×10名様 

■イベント限定 IC パスケース 

【対象店舗】 

ルミネ立川・グランデュオ立川・エキュート立川・ 

立川駅NewDays・ベックスコーヒーショップ立川店・RINGO 立川店・ 

新幹線弁当販売・巨大ガラポン抽選会 鉄道グッズ販売 

※一部対象外店舗がございます。 

※駅そば 奥多摩そば 青梅ホーム、駅そば 奥多摩そば 南武ホーム、駅そば 清流そば立川３・4 番線ホーム、 

駅そば 清流そば 立川５・６番線ホームは対象外です。 

 

 （２）JRE MALL Car イベント特別展示 

    立川駅社員選りすぐりの鉄道開業 150年、新幹線 YEAR2022を記念した 

グッズを販売します。 

   期間：開催中〜10月 16日（日） 

   時間：終日 

   場所：立川駅東改札内 

      ※10月 8日（土）イベント開催中は立川駅みどりの窓口前に設置 

 

（３）巨大ガラポン抽選会 鉄道グッズ販売 

「何が当たるかはお楽しみ」のワクワク感がたまりません。 

 もれなく鉄道グッズが当たります。 

   日時：10月８日（土）10：00～ 売切れ次第終了             

   場所：駅たびコンシェルジュ立川前 

   料金：1回 1,000円（税込）  

 

（４）鉄道おもちゃ販売 

鉄道開業 150 年を記念して、鉄道模型で有名な「ホビーショップ モア」のオリジナル商品 

をはじめ、鉄道関連のおもちゃなど、数多くの鉄道グッズを取り揃えております。 

期間：9月 26日（月）～10月 16日（日） 

時間：平日・土曜 10：00～21：30 

日曜・祝日 10：00～21：00 ※10月 9日（日）は 21：30閉店 

場所：エキュート立川 3階「タマリバ」（改札外） 
【ホビーショップ モア】 

オリジナル鉄道グッズ 

ガラポン抽選会の様子 

（2021 年高尾）  

JRE MALL Car 



（５）Tシャツブランド「OJICO」の販売 

  「楽しくない T シャツなんて欲しくない」をキーワードに、ストーリーや 

仕掛けのつまったデザインが楽しい OJICO が期間限定で出店します。 

お揃いの T シャツを着て、お出かけはいかがでしょうか。 

期間：10月 3日（月）～10月 16日（日） 

時間：11：00〜21：00 

場所：立川駅東改札内 

※購入の際には入場券が必要です。（大人 140円 小児 70円） 

 

３ 食べて楽しむ 

（１）新幹線弁当販売 

お子さまに大人気の新幹線弁当（14種類）を販売します。 

お気に入りの新幹線弁当をご家族やご友人とご賞味ください。 

   日時：10月８日（土）10：00～ 売り切れ次第終了 

   場所：駅たびコンシェルジュ立川前  

   ※事前予約はございません。 

   ※天候による影響やコロナ感染状況などにより取扱商品を 

変更する場合があります。 

 

（２）中央線沿線のパン屋さんが期間限定出店 

中央線沿線の人気パン屋さんが期間限定で出店します。 

地元立川に愛される～オーロール～、天然酵母のパンで有名な～石窯パンふじみ"然"～、 

カレーパングランプリ 2022最高金賞を受賞～ベーカリー&カフェ クラウンベーカリー～ 

の 3店舗が出店します。 

日時：オーロール     10月 1日（土）～10月 10日（月・祝） 10：00～20：00 

      石窯パンふじみ"然"  10月 7日（金）～10月 10日（月・祝） 10：00～20：00 

      ベーカリー&カフェ クラウンベーカリー  

10月 8日（土）～10月 10日（月・祝） 10：00～20：00 

場所：立川駅コンコース（南北自由通路） 2階ルミネ立川 入口前 

 

 

 

  

【石窯パンふじみ"然"】 

ノアカレンズ+(2) 

【オーロール】 

食パン（抹茶あずき） 

新幹線弁当 

※取扱いアイテム・価格は変更となる場合があります。 

 

【OJICO】 T シャツ  

【ベーカリー&カフェ 

クラウンベーカリー】 

カレーパン 



４ 見て楽しむ 

（１）鉄道模型ジオラマ＆懐かしのヘッドマーク展示 

     「鉄道模型の甲子園」といわれるジオラマ作成の全国大会で優勝した 

白梅学園清修中高一貫部の鉄道模型と懐かしのヘッドマークを展示します。 

 期間：10月 5日（水）〜10月 18日（火） 

 時間：平日・土曜 10：00〜20：30 

    ※10月 18日（火）は 18：00までとなります。 

日曜・祝日 10：00〜20：00  

    場所：グランデュオ立川 １階エスカレーター下 

 

（２）昔の立川駅写真展 

   立川印刷が所蔵している写真の数々を集めて展示を行います。 

 期間：10月 5日（水）〜10月 18日（火） 

 時間：平日・土曜 10：00〜20：30 

    ※10月 18日（火）は 18：00までとなります。 

日曜・祝日 10：00〜20：00  

    場所：グランデュオ立川 １階エスカレーター下 

 

（３）「電車」のフォトスポット 

     日頃から当社をご利用いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込めて、立川駅社員、 

府中本町駅社員、東所沢駅社員、（株）JR東日本ステーションサービス立川駅社員、駅たび 

コンシェルジュ立川社員が折り紙で制作した「電車」のフォトスポットをご用意します。 

ご家族やご友人と写真撮影をお楽しみください。 

     日時：10月８日（土）10：００～１6：００      

場所：立川駅コンコース（南北自由通路）       

 

（４）エキュート立川 15周年スペシャルライブ 

     宮地楽器の講師による演奏会を開催します。 

    鉄道関連の音楽やエキュート立川 15周年を記念したバースデーソングなどを演奏します。 

   日時：10月８日（土） ①12：00〜、②14：00〜、③16：00〜、各回 30分程度 

   場所：エキュート立川２階メインエントランス（改札外） 

    ※感染症予防のため入場を制限する場合があります。 

 

５ その他 

（１）駅たびコンシェルジュ立川社員による立川市内の観光紹介 

駅たびコンシェルジュ立川の社員が作成したパブリックアートが点在する 

「ファーレ立川」オリジナル街歩きマップを配布します。 

期間：開催中～当面の間 

時間：10：00～17：00 

場所：駅たびコンシェルジュ立川 

 

鉄道模型ジオラマ 

【ファーレ立川】オリジナル街歩きマップ 



（２）鉄道を利用した旅の紹介 

       「佐渡市・新潟市 秋の観光キャンペーン」開催中です。魅力たっぷりの新潟エリアの 

観光パンフレットや新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車【海里】、お酒を楽しむリゾート列車       

       【越乃 Shu＊Kura】のパンフレットもご用意しています。 

    日時：10月８日（土）10：00～17：00  

  場所：駅たびコンシェルジュ立川 

 

■会場図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※悪天候・災害時の場合や輸送障害等、当社都合により開催が困難な場合は、イベントを中止すること

がございます。 

※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。 

  また、来場の際には自治体等の最新情報をご確認ください。 

 ※画像等はすべてイメージです。 
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巨大ガラポン抽選会 

鉄道グッズ販売 

鉄道おもちゃ販売 

立川お買い物ラリー抽選会場 

 

駅たびコンシェルジュ立川 

JRE MALL Car 
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