
 

 

 

 

2022 年 10 月 21 日 
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〇 JR東日本新潟支社では、2022年 11月 15日（火）に新潟駅・大宮駅間で開業 40周年を 

迎える上越新幹線のこれまでのご愛顧に感謝し、様々な記念企画を展開しています。 

〇 11月 12日（土）に新潟駅構内で「上越新幹線開業 40周年記念セレモニー」の実施や記念 

グッズ・鉄道古物の販売、南口中央広場でスノーピークビルボードプレイス新潟とコラボした

アウトドアイベント「NIIGATA焚火ガーデン」の開催など、皆さまと一緒に開業をお祝いする 

企画を実施します。 

〇 株式会社ブルボンとコラボし、発売 40周年のしっとり食感チョコケーキ「シルベーヌ」を 

バータイプにした「シルベーヌバー」を 40周年スタンプラリー達成者先着 500名様にプレゼン

トします。 

 

１ 上越新幹線開業 40周年記念セレモニー 

（１）日 時  2022年 11 月 12日（土）7:20頃～7:40 頃 

（２）場 所  新潟駅新幹線ホーム 13・14番線（東京方） 

（３）来 賓  北陸信越運輸局長、新潟県知事、新潟市副市長 

（４）内 容  40年間のご愛顧への感謝と、「つぎの新へ。」へ向けた 41年目の新たなスタ

ートを記念して、テープカットを行います。また、新潟駅長による「なつかし

のあさひ号」の出発合図と出席者によるお見送り等を実施します。 

 

２ 上越新幹線開業 40周年イベント各種 

  11月 12日（土）に「新潟駅南口中央広場」「新潟駅構内」「新潟駅ビル CoCoLo南館 1階

MOYORe:」の 3か所で記念イベントを開催します。各エリアを巡る 40周年スタンプラリーも 

実施し、新潟駅全体で皆さまと一緒に上越新幹線開業 40周年をお祝いします。 

（１）新潟駅南口中央広場会場イベント 「NIIGATA焚火ガーデン」 

① スノーピークビルボードプレイス新潟による“焚火ガーデン” （11:00～20:00） 

   テント、アウトドアチェア、焚火を広場に設置します。テントやキッチンカーで購入した 

  飲み物や食べ物を、焚火を眺めて楽しんでください。スノーピークグッズも販売します。 

  

  

  

  

 

 

～上越新幹線開業 40 周年記念企画 第 3 弾～ 

新潟駅及び周辺施設で開業イベントを実施します 

 

 



 ②「ぽんしゅ館」による日本酒、せんべい、マシュマロの販売（11:00～20:00）  

   越後のお酒ミュージアム「ぽんしゅ館」が 1日限定で出店します。新潟県内の日本酒やお

つまみ、せんべいを販売します。また、焚火で焼いて召し上がっていただけるマシュマロも

お楽しみいただけます。 

  

  

  

 

 

 

③ 新潟で活躍するキッチンカーなどが出店（11:00～20:00） 

  飲料、食事を販売するテントやキッチンカーが 1日限定で出店します。 

「Salut」       「 旬果甘味店ルコト 」      「椎谷コーヒー」         

  

  

  

  

  

 

④スポーツジム「JEXER新潟」によるアウトドアイベント 

  ・日中（11:00～16:00）無料 予約不要 

お子さまに楽しんでいただける体力測定「開業 40周年何でも 40チャレンジ！」  

反復横跳び 40回時間測定、片足立ち 40秒など 

  ・夜間（ZUMBA® 17:45～18:30、BODYCOMBAT 19:00～19:45） 

各回 40名定員 各回 550円（税込）事前予約制 

大人の方々に楽しんでいただける ZUMBA® と BODYCOMBAT を実施します。 

 

 

 

 

 

 

  ※予約方法 JEXER新潟 WEBサイト https://www.jexer.jp/fitness/niigata/ 

JEXER新潟ホームページ画面右上の WEBサービスからお申し込みください。 

事前のアカウント登録が必要です。 

参加費は事前に店舗にてお支払いください。 

※お問い合わせ ジェクサー・フィットネス＆スパ 24新潟 

電話 025-288-6947（平日 10時～21時 土日祝 10時～19時） 

※雨天時には、こども体力測定は実施内容を縮小し、ZUMBA®と BODYCOMBATは中止する 

場合があります。 

 

ERIKA HITOMI & KUMAKURA 

BODYCOMBAT ZUMBA® 

https://www.jexer.jp/fitness/niigata/


⑤ お子さま向け遊具（11:00～16:00）無料 

  E7系新幹線の「ミニトレイン」や「ふわふわ遊具」が 1日限定でやってきます。 

 

 

 

 

 

※遊具により、年齢や利用時間の制限があります。 

    ※雨天強風時には、中止・中断する場合があります。 

 

⑥ お子さま駅長制服体験・新幹線ペーパークラフト制作（11:00～16:00）無料 

  お子さま用の駅長制服の試着や、新幹線ペーパークラフトの制作をお楽しみいただけます。     

※スタンプラリー押印場所 

 

 

 

 

 

 

（２）新潟駅ビル CoCoLo南館 1階「MOYORe:」会場イベント  ※スタンプラリー押印場所 

 ①-1「ダーリンハニー吉川正洋さんトークショー with GATA_TETSU by MOYORe:」無料 

鉄道芸人としておなじみのダーリンハニー吉川正洋さんと、新潟で活動する鉄道ライタ

ーの GATA_TETSUが上越新幹線など新潟の鉄道をテーマにトークを繰り広げます。 

・会 場：MOYORe: HALL 定員：各部 40名 

・時 間 

第一部 14:00～15:00 テーマ：上越新幹線 

第二部 16:00～17:00 テーマ：新潟の鉄旅 

 

 

※入場は各回共に先着順（整理券番号順）です。当日 12:00から MOYORe:の HALL 前にて各

部の整理券を配布します。 

 

①-2「MOYORe: NIIGATA NEIGHBORS <16> GATA_TETSU」事前予約制・有料 

新潟で活躍する人々を招いて交流する MOYORe:の定番イベントに、GATA_TETSU が登場 

します。飲食しながら GATA_TETSU との鉄道トークに花を咲かせてください。 

・会 場:MOYORe: 内 カフェスペース 定員:15 名 

・時 間:18:00～19:30 （GATA_TETSUの活動紹介＋交流会） 

・価 格:1,100 円(税込) ワンドリンクとおつまみ付き 

・予約先:MOYORe:ホームページ ( https://www.moyore-niigata.jp) 

※10 月 21 日(金)14 時から募集開始 

 

GATA_TETSU 吉川正洋 

https://www.moyore-niigata.jp/


 ② 鉄道古物販売 

    新潟にゆかりのある鉄道部品を定価とオークションで販売します。販売商品の詳細は、

後日 NewDaysの公式 Twitter（https://twitter.com/newdays_jp）にてお知らせします。 

  ・会 場：MOYORe:POPUP SPACE 

●定価販売について 

・販売時間  11:00～13:30 

・1組さまあたり 1点のご購入に限らせていただきます。 

・10:00から販売会場にて購入順番券の抽選を行い、券をお持ちの方のみ購入可能です。本

販売会に参加されない周辺利用者の妨げになるため、10:00以前に並ぶことは自粛いただ

きますようお願いいたします。 

・お一人様 1回のみ購入順番券の抽選が可能です。複数回の抽選はご遠慮ください。購入順

番券は 150枚限定です。 

・11:00から 5分間隔で 5名さまずつ販売会場に入場して購入していただきます。お持ちの

購入順番券記載の時間になりましたら、指定箇所にお集まりください。また入場後 5分経

過しましたら、販売会場から退場してください。 

・同時に入場されたお客さまで同じ商品を選ばれた場合は、購入順番券に記載の番号の早い

お客さまを優先とさせていただきます。 

・大人 1名につき、小学生以下のお子さま 1名まで同伴可能とします。 

●オークション販売について 

・入札時間 11:00～13:30  

・結果発表 13:50～14:00 

  ・購入順番券なしで入札可能ですが、1商品につき 1 回のみの入札です。入札品付近の入札

券に必要事項記入の上、13:30までに入札箱へ投函してください。 

  ・落札された方は 14:00 までに会計をお済ませください 

  ・入札券と控えの価格が異なる場合は、入札券を正とします。 

  ・落札価格が同価格の場合、入札券記載の番号の若いお客さまを落札者とします。                

 

（３）新潟駅構内会場イベント 

 ① 上越新幹線 40周年グッズ他の販売（東口臨時販売ブース） 

   多くの車両を使用してきた上越新幹線より E7系、200系、E1系、E2系、E4系を抜粋して 

  壮大な上越の夜空を走る姿をイメージし、上越新幹線の愛称名「とき」「たにがわ」 

「あさひ」に因んだ背景をデザインしました。 

・日 時：11月 11日（金）11:00～19:00  

11月 12日（土）10:00～18:00 

 

 

 

 

 

 

 

クリアファイル 440 円(税込) キーホルダー660 円（税込） マグネット 550 円(税込） 

https://twitter.com/newdays_jp


※商品化許諾申請中 

※上越新幹線 40周年グッズのその他販売店舗やその他詳細情報は 11 月 8 日（火）開設予定の

特設サイトでお知らせします。 

 特設サイト URL https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_jouetsu40 

 

 ② 「ポンポン酒 上越新幹線おちょこ」「はこノート」新発売（NewDays新潟東口店） 

※スタンプラリー押印場所 

   歴代の上越新幹線車両のグラフィックをデザインしたおちょこと新潟県内の酒蔵の日本酒

50mlが入ったカプセルトイ「ポンポン酒」と、新幹線の工作キット「はこノート」を、 

上越新幹線開業 40周年を記念して販売開始します。販売時間：6:30～22:40 

 

 

 

 

 

 

 

③ 新幹線展示（14:00頃～16:00頃） 

   200系カラーラッピングの E2系車両を新潟駅新幹線ホーム 14番線に展示します。 

    ※見学には入場券が必要です。 

    ※車内への立ち入りはできません。 

    ※行先案内表示器は「あさひ」を表示します。 

 

 

 

（４）3会場回遊 40周年スタンプラリー （11:00～ なくなり次第終了） 

  スタンプラリーの対象全 3か所（新潟駅南口中央広場、CoCoLo

南館１階 MOYORe:、新潟駅東改札外 NewDays新潟東口）を巡った

お客さま、先着 500 名様に株式会社ブルボンの「シルベーヌバ

ー」をプレゼントします。 

 

～ブルボン シルベーヌバーとは～ 

ロングセラー商品であるシルベーヌがお手軽なバータイプスイーツになりました。ふんわり

食感のスポンジケーキにバニラクリームをサンドし、チョコレートでオールコーティングした

チョコレートケーキです。ブルボンのシルベーヌは、上越新幹線と同じ 1982年に誕生して、

今年で 40周年。これからも素敵なティータイムをお届けします。 

 

 

 

 

 

イメージ 

  

ポンポン酒 上越新幹線おちょこ 

1個 2,000円（税込） 

はこノート（E5系、E7系） 

各種 440円（税込） 

https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_jouetsu40


３ 旅行商品専用列車「なつかしのあさひ号」乗車記念特典 

   11月 12日（土）に運行する旅行商品専用列車「なつかしのあさひ号」ご乗車のお客さま

へ上越新幹線開業 40周年記念グッズ（非売品）をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行商品専用列車「なつかしのあさひ号」は、以下の取扱旅行会社にてご予約ください。 

※旅行商品の詳細は各旅行会社へお問い合わせください。 

 

旅行会社 お問合せ先 営業時間 申込み Web サイト 

新

潟

発 

㈱阪急交通社 
新潟支店 

0570-02-8939 

月～金曜日 
9:30～17:30 
土・日・祝日 
9:30～13:30 

https://www.hankyu-
travel.com/tour/detail_d.
php?p_course_id=Y98A
7&p_hei=91 

㈱メディアシップ・ 
ブランド 

025-385-7692 
月～金曜日 
9:30～17:30 

土・日・祝日休業 

左記電話番号へ 
お問い合せください 

クラブツーリズム㈱ 
ct.tetsudo@  
club-t.com  

月～金曜日 
9:15～17:30 

土・日・祝日休業 

左記メールアドレスへ 
お問い合せください 

㈱JR東日本びゅう 
ツーリズム＆セールス 

03-3841-0121 9:30～17:30 

https://www.jrview-
travel.com/reserve/travel
Item/detail?courseNo=2
2B4180&genteiCd=2 

首

都

圏

発 

https://www.jrview-
travel.com/reserve/travel
Item/detail?courseNo=2
2B3262&genteiCd=2 

 

 

４ 上越新幹線開業 40周年新聞記事展 

  新潟駅、燕三条駅、長岡駅、浦佐駅、越後湯沢駅では、上越新幹線開業からこれまでの歴史

を振り返る当時の新聞記事展を 12月頃まで開催中です。（協力：新潟日報社） 

 

 

 

 

 

 

 

【EkiLab帯織 メタル製乗車記念証】 【上越新幹線開業当時の復刻版時刻表】 

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=Y98A7&p_hei=91
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=Y98A7&p_hei=91
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=Y98A7&p_hei=91
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=Y98A7&p_hei=91
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B4180&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B4180&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B4180&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B4180&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B3262&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B3262&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B3262&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B3262&genteiCd=2


５ 上越新幹線開業 40 周年専用ホームページ 

  専用ホームページでは、新コンテンツの公開やイベント情報などを随時更新しています。 

 ご旅行のお楽しみの一つとしてぜひご覧ください。 

 （専用ホームページ：https://www.jreast.co.jp/niigata/joetsu40th/） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像・イラストは全てイメージです。 

※実施内容は、全て予定です。予告なく変更・中止する場合があります。 

https://www.jreast.co.jp/niigata/joetsu40th/

