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2 0 2 3 年 ３ 月 １ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

大 宮 支 社 

 

埼京線沿線活性化イベント「Saikyo Festa」を開催します 

～今年は川越までエリアを拡大して埼京線・川越線沿線を盛り上げます～ 

 

 
 

 
 
 

 

 

１ 概要 

（１）イベ ント 名：Saikyo Festa（サイキョウフェスタ） 

（２）開 催 期 間：2023 年３月４日（土）～31 日（金）  

（３）対象 エリ ア：埼京線・川越線（戸田公園駅～川越駅）を中心とした沿線エリア 

 

２ 主なイベント内容 

（１）地域連携マルシェ「鉄道開業 150 年記念 彩の国マルシェ～150th Final Ceremony Style～」 

     埼玉のこだわりあふれる食材や商品を集めたマルシェやキッチンカーが大集結します。鉄道

をモチーフにした商品やこども駅長制服体験イベントも開催し、地域の方とつながる新しい 

場所を作ります。 

    実施日時：３月 25 日（土）10：00～16：00 ※雨天順延 26 日（日） 

     場  所：南与野駅西口オープンスペース（大宮方面）徒歩１分 

    内  容：・マルシェ（キッチンカー含め 54店出店） 

         ・鉄道関連イベント「こども駅長制服体験」・「電車缶バッジ作製体験」 

            ※「こども駅長制服体験」「電車缶バッジ作製体験」は、Instagram アカウント「saiwai.net」画面提示 

とマルシェ 500 円（税込）以上お買い上げのお客さまがどちらか一つにご参加いただけます。 

            ・フィットネスクラブ ジェクサーによる「プチ体力測定」「歪みチェック」等 

     主  催 : JR 東日本 大宮支社・株式会社ジェイアール東日本都市開発 

NPO 彩の国地域活性化協会  

          そ の 他 ：産学連携プロジェクトとして、今回東京藝術大学建築科の 
学生が「埼玉」や「埼京線」の魅力をデザインしたメイン 
ビジュアルを採用。 

 

 

○ＪＲ東日本大宮支社は、埼京線の沿線価値向上の取組みとして、駅型保育園など子育て支援 

施設の開設や、地域交流などに取組んでいます。今年は実施エリアを川越まで拡大し、戸田公

園駅～川越駅沿線のくらしとつながる沿線活性化イベント「Saikyo Festa」（サイキョウフェス

タ）を開催します。 

○期間中、地域連携マルシェ「鉄道開業 150 年記念 彩の国マルシェ～150th Final Ceremony Style ～」

や武蔵浦和周辺で働く社員がおススメするベーカリーを集めたパンの催事「えきパン in 武蔵 

浦和」の他、沿線の神社をめぐる「川越線御朱印めぐり」など、埼京線・川越線エリアで新し

い発見ができるイベントを開催します。 

○その他、実際に埼京線に乗務している運転士による「埼京線運転士のお仕事紹介」や鉄道ジオ

ラマが展示されるプラレール催事など、当社ならではの鉄道企画も目白押しです。 

○春のお出かけは、ぜひ新しい魅力に出会える埼京線・川越線沿線に足を運んでください。 



 

御朱印帳・しおり 

（２）えきパン in武蔵浦和 

浦和駅で人気を博した全国と地元の有名ベーカリー等が集結するパンの催事「えきパン」を 

武蔵浦和で初めて開催します。 

 

※詳細は３月１日プレスリリース 
「きっとお気に入りのパンが見つかる！ 
ベーカリー催事「えきパン in武蔵浦和」を初開催します」をご参照ください。 

URL：https://www.jreast.co.jp/press/2022/omiya/20230301_o01.pdf  

 

～同時開催～ 

駅からハイキング「浦和３駅横断！～さいたま市南区の都会・文化・癒し～」を実施  

します。３月９日（木）～11 日（土）の期間、浦和駅・南浦和駅・武蔵浦和駅を横断し、

全長約 8.5 ㎞のコースを歩くウォーキングイベントです。 

  ※コースの詳細は、JR 東日本「駅からハイキング」ウェブサイトをご覧ください。 
 URL：https://www.jreast.co.jp/ekihai 

 
 

（３）川越線 御朱印めぐり 

        大宮支社としては初めてとなる川越線沿線の神社を対象にした御朱印めぐり 

を実施します。対象神社で御朱印をいただき、対象施設で 1,000 円（税込） 

以上お買い物をすると、ここでしか手に入らないオリジナル御朱印グッズを 

プレゼントします。※一部抽選によるプレゼントとなります。 

 御朱印めぐりを通じて川越線沿線の街の歴史や魅力を体感してください。 

     

     実施期間：３月４日（土）～31日（金） 

     対象神社：武蔵一宮 氷川神社（大宮）・川越氷川神社（川越） 

     対象施設：ルミネ大宮・ルミネ川越（どちらも全ショップ対象） 

     参加方法：①武蔵一宮 氷川神社で参拝した後、御朱印をいただく。 

           ルミネ大宮にて、1,000 円 (税込) 以上のお買い物をする。 

          ②川越氷川神社で参拝した後、御朱印をいただく。 

           ２つの神社の御朱印と、ルミネ大宮のお買い上げレシートを、 

           JR 川越駅改札口で提示するとオリジナルのしおりをプレゼント。 

          ③さらにルミネ川越にて、1,000 円(税込)以上のお買い物をすると 

           抽選でオリジナルの御朱印帳、または御朱印帳袋が当たります。 

     引換・抽選箇所：JR 川越駅改札口 10：00～19：00 

 

 

  （４）「埼京線運転士のお仕事紹介」イベント 

      実際に埼京線に乗務している運転士によるお仕事紹介イベントです。通常はお客さまと触れ

合う機会が少ない運転士がお仕事の裏側まで丁寧に紹介します。 

    実施日時：３月 25 日(土） 

          ①12：10 ②13：10 ③14：10 （各回 30分程度） 

     場  所：鉄道博物館 北館「てっぱくホール」 

     定  員：各回 20組（小学生以下のお子さまを含む１組４名まで） 

     参 加 費：鉄道博物館の入館料のみ 

 

  御朱印帳袋 

 



 

(プラレール商品ではございません) 

オリジナル埼京線デザインＢＯＸイメージ 

                    ※ご入館の際は、指定のコンビニエンスストアで販売する日時指定の 

入館券（枚数限定）を事前にご購入ください。なお、各種割引、利用券等を 

お持ちの方は事前に入館券をご購入いただく必要はございません。 

    内  容：小学生以下のお子さまとそのご家族を対象に、運転士の１日のお仕事を、クイズ

を盛り込みながら紹介する参加型のイベントです。 

     参加方法：「てっぱく抽選アプリ」での抽選が必要です。 

あらかじめアプリをダウンロードの上、ご来館ください。 

詳しくは鉄道博物館ホームページ（https://www.railway-museum.jp/）を 

ご覧ください。 

 

 

（５）大宮駅プラレール催事 

    鉄道玩具「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）の 

期間限定ショップが大宮駅に登場。会場では、親子で楽しむことができるジオラマの 

展示も実施します。 

© TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

     開催日時：３月 24日（金）～ 31 日（金）10：00～20：00 

           初日 14：00 から／最終日 18：00 まで 

場  所：大宮駅西口イベントスペース 

     そ の 他 :JR 大宮支社公式 Instagram「saiwai.net」コラボ企画 

                1 回 2,500 円（税込）以上お買い上げのお客さまにオリジナル埼京線 

デザイン電車 BOX をプレゼント。（先着順）※プラレール商品ではございません。 

 

～期間中開催～ 

       『新幹線変形ロボ シンカリオン』Ｅ５はやぶさが大宮駅に登場！ 

 

人気ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』のキャラクター 
「Ｅ５はやぶさ」と写真を撮ることができるフォトスポットを設置します。 

 

開催日時：３月 25日（土）・26日（日）10：00～19：00 

      場  所：大宮駅西口イベントスぺ―ス脇    

 

 

 

 

  （６）埼京線・川越線沿線 NewDays・NewDays KIOSK 鉄道カードラリー（先着順） 

埼京線・川越線沿線 NewDays・NewDays KIOSK 各店舗でも、沿線の魅力を再発見していただく

ことを目的に、500 円（税込）以上お買い物をしていただいた方に、沿線風景や車両がデザイ

ンされた鉄道カードをプレゼントします。更に、対象８店舗全店のカードを集め、大宮駅の「駅

たびコンシェルジュ大宮」でご提示いただくと、コンプリート特典としてシークレット鉄道 

カードをプレゼントします。 

     実施期間：３月 19日（日）～31日（金） 

     内  容：①対象の NewDays・NewDays KIOSK 各店舗で 500 円（税込）以上お買い物をして

いただいた方に、鉄道カードを１枚プレゼントします。（先着順） 

 

 

ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 



 

 

ワークショップ（イメージ） 

 鉄道カード 

          【対象店舗】 

 駅名 対象店舗 場所 

１ 戸田公園 NewDays KIOSK 戸田公園 ２階 改札外コンコース 

２ 戸田 NewDays 戸田 １階 改札外ビーンズ戸田 

３ 北戸田 NewDays 北戸田 １階 改札外 

４ 武蔵浦和 NewDays 武蔵浦和 ２階 改札外脇 

５ 南与野 NewDays 南与野 １階 改札外 

６ 北与野 NewDays 北与野 １階 改札外 

７ 大宮 NewDays 大宮 ２階 東西連絡通路 中央改札 北口脇 

８ 川越 NewDays 川越 １階 改札外 

 

          ②カード８種類を集めて、大宮駅の「駅たびコンシェルジュ大宮」のカウンター

でご提示いただくと、コンプリート特典としてシークレット鉄道カードを 

1 枚プレゼントします。（先着順） 

          【配布箇所】 

             場所：駅たびコンシェルジュ大宮 

                JR 大宮駅構内（「みどりの窓口」隣） 

             時間：10：00～18：00 

           

（７）第７回「埼京線子育てママ応援フェス」【事前予約制】 

     武蔵浦和にある当社グループの子育て支援施設にて、親子で 

楽しめるワークショップやイベントを実施します。 

実施日時：３月 21日（火・祝）10：00～16：00 

場  所：STUDIO make over 武蔵浦和 

（住所：埼玉県さいたま市南区内谷７-９-１） 

      入 場 料：事前予約者 300 円/３時間 

      内  容：ワークショップやこども駅長制服体験会など全 16ブース出店 

※別途料金のかかるブースがあります。 

参加申込：「ハロハロママ」ホームページ（https://halohalomama.com/）よりお申込み 

申込期間：３月１日（水）14：00 ～20 日（月）18：00 

主  催：JR東日本 大宮支社・ハロハロママ    

 

 

 （８）2022 年度こども鉄道作品発表会 

      駅に設置されているデジタルサイネージにて、園児の皆さんに描いていただいた夢あふれ

る作品を展示する発表会を開催します。 

     実施期間：３月 19日（日）～31日（金）    

              ※展示時間は各駅設置場所の営業時間に基づきます。 

場  所：浦和駅、さいたま新都心駅、大宮駅、武蔵浦和駅、 

川越駅のデジタルサイネージ 

     「STUDIO make over 武蔵浦和」館内モニター 
    
 
 

 

 

デジタルサイネージによる展示 



 
（９）第２回「埼京線 STORY」インスタグラム フォトコンテスト受賞作品発表 

    １月から２月にかけて、沿線の魅力発信を目的として開催していたフォトコンテストの 
受賞作品を Saikyo Festa 期間中に発表します。 

 
発表箇所：沿線駅ポスター 

特設サイト https://www.peacenajikan.jp/photo.html 等 
  

   （参考）開催概要   
名称 ： 第２回「埼京線 STORY」インスタグラム フォトコンテスト  

期間 ： 2023 年１月 30日（月）～２月 28日（火）  

主催 ： 埼京線 STORY フォトコンテスト実行委員会 

JR 東日本大宮支社／ ピースなじかん／埼玉ママカメラチーム「chouchou」  

応 募 方 法： 【saiwai.net】をフォローして写真を投稿  

対象エリア ： 埼京線および川越線沿線エリア（戸田公園駅～川越駅）  

特設サイト ： https://www.peacenajikan.jp/photo.html  

 

 

３ イベント公式ガイド 

（１）「ピースなじかん」（フリーマガジン）           
「Saikyo Festa」に合わせて子育てフリーマガジン「ピースなじかん 

埼京線・川越線版」を発行。JR 大宮支社公式 Instagram と連携した特典

紹介や、沿線の知られざるスポットや新しい魅力を発信します。 
  冊子配布箇所：JR 大宮支社管内 埼玉県内埼京線・京浜東北線の各駅他 

             特典掲載施設、埼玉県内の一部の保育施設など 

 
  （２）JR大宮支社公式 Instagram「saiwai.net」 

     埼京線・京浜東北線エリアを中心に親子で楽しめるイベントや 
魅力的なスポットを紹介するなど、埼玉の子育てパパ・ママを応援しています。 

Instagram のご提示でエキナカ、街中の店舗・イベントでご利用いただける様々な特典をご

用意しております。 

アカウント名：「＠saiwainet」（https://www.instagram.com/saiwainet） 
 
 ※通信にかかる費用は、お客さまのご負担になります。 

 ※Instagram は、Instagram, LLC の商標または登録商標です。 

 ※各店舗の営業日・営業時間は新型コロナウイルス感染症等の影響等により予告なく変更と 

なる場合があります。  

※本リリースに掲載の内容等は、状況により予告なく中止、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。  

 

 
「ピースなじかん 埼京線・川越線版」 

 


