2022 年 ６ 月 ２ 日
東日本旅客鉄道株式会社
大
宮
支
社

東北新幹線開業４０周年を記念した大宮駅イベントを実施します！
ＪＲ東日本大宮支社では、６月 23 日に東北新幹線（大宮～盛岡駅間）が開業 40 周年を迎えること
を記念して、大宮駅にて沿線地域の産直市を巡るスタンプラリーをはじめ、駅周辺飲食店と連携した
ご当地グルメ「大宮ナポリタン」の限定メニューや鉄道グッズの販売などを実施するほか、７月２日
に運転する「東北新幹線開業 40 周年記念号」で様々なおもてなしを実施します。
１

大宮駅や駅周辺で開催するイベント
【イベント実施一覧】於：大宮駅西口イベントスペース
開催エリア

開催日程

埼玉物産展

６月 ８日（水）～６月 11 日（土）

あおもり産直市

６月 14 日（火）～６月 20 日（月）

特記事項
―
【はこビュン】新幹線荷物輸送
６月 15 日(水)～1７日（金）

いわて産直市

６月 22 日（水）～６月 26 日（日）
６月 29 日（水）～７月 ３日（日）

―
【はこビュン】新幹線荷物輸送
７月２日(土)

南東北産直市

７月 12 日（火）～７月 16 日（土）

【はこビュン】新幹線荷物輸送
7 月１４日（木)～１５日（金）

（１）
「東北新幹線開業記念 産直市スタンプラリー」の実施
東北新幹線開業日に合わせて、沿線地域の産直市を巡る「東北新幹線開業記念 産直市スタンプ
ラリー」を実施します。各産直市でお買い物をされた方にお渡しする台紙にレジ横設置のスタン
プ台でスタンプを集めると、クリアファイルなどの新幹線グッズのほか、ＪＲ東日本サブスクリ
プションサービス｢JRE パスポート（1 か月間お試しベックスコーヒープラン）｣などが当たります。
① 実施期間：６月８日（水）～７月 16 日（土）
② 実施方法：
・対象産直市でお買い物をした方にスタンプラリー台紙を配布
・各産直市のレジ横に設置のスタンプ台にてスタンプを集める
・スタンプを２個集めると、先着で約 1,000 名様に新幹線グッズ

新幹線クリアファイル

（新幹線クリアファイル、ペーパークラフト、冷蔵保冷パック等）をプレゼント
・スタンプを４個集めると、抽選で 50 名様に「JRE パスポート（1 か月間お試しベックスコーヒー
プラン＊）
」などをプレゼント。*１か月間ベックスコーヒーショップで毎日コーヒーをお楽しみいただけるプラン
③ 賞品配布箇所：
大宮駅構内店舗「GENERAL STORE RAILYARD 大宮」
※賞品はなくなり次第終了となります。

（２）新幹線荷物輸送「はこビュン」の実施
東北新幹線沿線地域の産直市のうち、一部の産直市では、新幹線を利用した荷物輸送「はこビュ
ン」を実施します。各地の旬の食材を、鮮度そのままに皆さまへお届けします。
開催エリア

開催場所

あおもり産直市
いわて産直市

開催日程

販売品目

６月 15 日(水)～17 日（金）

海鮮物、アップルパイ等

大宮駅西口

※準備出来次第販売開始

イベント

７月２日(土)

生瓶ウニ、おもち、福田パン、

スペース

※12 時頃販売開始

花巻温泉あんぱん、駅弁等

７月 14 日(木)～15 日（金）

さくらんぼ、

※準備出来次第販売開始

ムーミン仕合わせ食パン

南東北産直市

※新幹線到着後、準備でき次第の販売となります。
※上記日程以外にも｢はこビュン｣を実施することがございます。
※天候や列車の運行状況により、輸送の中止や内容を変更させて
いただく場合がございます。
福田パン

アップルパイ

ムーミン仕合せ食パン

（３）東北新幹線開業 40 周年×大宮ナポリタン会コラボ企画
大宮を代表するご当地グルメ「大宮ナポリタン」を提供する飲食店にて、この時期にしか味わ
えない限定メニューが登場します。限定メニューをお召し上がりいただいた方には、先着で東北
新幹線開業当時の記念スタンプをデザインした記念コースターをプレゼントするほか、大宮ナポ
リタン会加盟店舗で使えるお食事券がもらえるレシートラリー企画も実施します。
① 実施期間：６月 16 日(木)～７月３日(日)
② 実施店舗：大宮ナポリタン会加盟店のうち 27 店
※詳細は大宮ナポリタン会の HP をご覧ください。
https://www.omiya-napoli.jp/
※賞品はなくなり次第終了となります。
限定メニュー(例)

記念コースター
（公社）さいたま観光国際協会提供

（４）東北新幹線開業 40 周年記念駅弁・鉄道グッズ販売
東北新幹線の開業 40 周年を記念して、限定掛け紙の大宮辨當や、鉄道グッズ等を販売します。
① 販売日時：７月２日（土）9 時 00 分～18 時 00 分
７月３日（日）10 時 00 分～17 時 00 分
② 販売店舗：大宮駅東西連絡通路 臨時売店
※記念鉄道グッズについては、大宮駅の NewDays、KIOSK 各店舗（一部店舗除く）
、仙台駅、
盛岡駅 NewDays 店舗（一部店舗除く）でも販売予定。

大宮辨當
※JR 東日本商品化許諾申請中

記念ロゴ入り IC カードケース

記念ロゴ入りハンドタオル

（５）
「エキュートで集めよう！缶バッジプレゼント」の実施
エキュート大宮・大宮 ノースで 1 ショップ 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに、
ここでしか手に入らない、東北新幹線 200 系や新幹線リレー号 185 系などが描かれた記念缶バ
ッジを先着でプレゼントします。缶バッジは全３種類です。
① 実 施 日 時：７月２日（土） ９時 00 分～
② 実施ショップ：エキュート大宮・大宮 ノース全ショップ
※NewDays、券売機ショップを除く。
※1,000 円（税込）以上のお買い上げで、1 会計 1 個プレゼント。
※缶バッジの種類は選べません。なくなり次第終了となります。

記念缶バッジ

（６）大宮駅限定コーヒー販売
大宮駅と㈱ＪＲ東日本クロスステーション デベロップメント
カンパニー、㈱サザコーヒーの３社共同開発により、蒸気機関車
をイメージしたコクのある｢大宮鉄道ブレンド」、ゲイシャを使用
し華やかで甘くフルーティーな印象に仕上げた「新幹線ブレンド」
の２種類の大宮駅限定ブレンドコーヒーを限定販売します。
コーヒー

① 発 売 日 時：７月２日（土） 7 時 00 分～
② 販売ショップ：サザコーヒー エキュート大宮店
※カップオン・コーヒー豆はネットでエキナカ、エキュートモールでも販売
ネットでエキナカ URL：https://www.net-ekinaka.com/
エキュートモール URL：https://www.jreastmall.com/shop/c/cL1/
③ 販 売 価 格：ドリンク：Ｍサイズ 500 円、Ｌサイズ 570 円（HOT・ICE）
※ テイクアウト同価格
カップオン：1 袋 250 円
コーヒー豆：1,800 円（200g）
④ そ

の

他：ショップにて「大宮鉄道ブレンド」
「新幹線ブレ
ンド」のドリンクご購入のお客さまに先着で「蒸
気機関車デザイン」または「新幹線デザイン」の
カップスリーブをプレゼント

カップスリーブ

※ドリンク１商品につき１枚プレゼント、なくなり次第終了となります。
※上記は全て税込み価格です。
※ＪＲ東日本商品化許諾済

２

「東北新幹線開業 40 周年記念号」おもてなし
（１）新幹線 YEAR2022 写真展の実施
東北新幹線開業から現在に至るまでの列車愛称や車両の移り変わりなど、
東北新幹線の歴史をひもとく写真展を実施します。
① 実施期間：７月２日(土)〜７月５日(火)
② 実施場所：大宮駅 東西連絡通路

（２）「東北新幹線開業 40 周年記念号」出発式の実施
東北新幹線開業 40 周年記念号の出発時刻に合わせ、出発式を執り行います。ご乗車される
お客さまの忘れられない特別な旅の思い出になるようお見送りします。
① 実施日時：７月２日(土) 10 時 15 分頃～（10 時 33 分発に合わせて）
② 実施場所：大宮駅 16 番線新幹線ホーム・先頭 10 号車付近

（３）「東北新幹線開業 40 周年記念号」車内でのおもてなし
東北新幹線の開業 40 周年を記念して大宮～盛岡駅間を運転する
「東北新幹線開業 40 周年記念号」の車内にて、記念ロゴ入り記念
乗車証やお子さま向けグッズなど、記念号限定の特別メニューで
お客さまをおもてなしします。
① 運 行 日：７月２日(土)
② 実施列車：東北新幹線開業 40 周年記念号
東北新幹線開業 40 周年記念ロゴ

大宮（10 時 33 分発）～ 仙台駅間
③ 内

容：

・記念乗車証のプレゼント
・お子さま向け記念グッズのプレゼント
・国鉄制服を着用したスタッフ登場
記念乗車証
※｢東北新幹線開業 40 周年記念号｣の旅行商品の詳細や発売状況については、
下記各旅行会社にご確認ください。
（既に発売開始し満席となった商品もありますので、ご注意ください。
）

【参考：
「東北新幹線開業 40 周年記念号」商品販売旅行会社】
■問合せ先
会社名

問い合わせ先

発売日

㈱ＪＴＢメディアリテーリング

発売中

ＪＴＢ旅物語販売センター

0570-06-1113

クラブツーリズム㈱

発売中

クラブツーリズム鉄道部

ct.tetsudo@club-t.com

㈱阪急交通社

発売中

トラピックス東京 国内

0570-03-8689

ビッグホリデー㈱
㈱JR東日本びゅうツーリズム&セールス

発売中
発売中

WEB予約センター
大人の休日予約センター

※列車の運行状況等により内容が変更となる場合があります。
※本リリースの画像はすべてイメージです

03-3818-6337
0570-0107-39（ナビダイヤル）
03-3841-0121

受付時間
【月～金曜】

9:30～17:30

※土・日・祝日はお休み
【月～金曜】
【土・日・祝日】
【月～金曜】

9:30～17:30
9:30～13:30
10:00～17:00

※土・日・祝日はお休み
【全日】 9:30～17:30

