
 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 1 1 月 ２ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

高 崎 支 社 

 

上越新幹線開業 40周年 記念企画を実施します！ 

  

 

 

 

 

 

 

１. 上越新幹線開業 40周年記念イベント 

上越新幹線開業 40周年となる 11月 15日（火）に開業した駅を中心に、記念の年を祝う開業イベント

を開催します。楽しいイベントをご用意してお客さまのお越しをお待ちしております。 

（１）高崎駅 

①「上越新幹線開業 40周年記念イベント」 

上越新幹線開業 40周年を記念した「ペットボトルキャップアート」や 

「顔出しパネル」の展示、記念シールプレゼント企画を実施します。 

開催期間：2022年 11月 30日（水）まで 

※開催場所・開催内容は、別紙をご参照ください。 

 

 

②「世界にひとつだけのオリジナルラベルを作ろう！ 

～From AQUA×JR東日本 ワークショップイベント～」 

「From AQUA谷川連峰の天然水」のラベルに絵を描いて、世界でひとつだけのペットボトルを作成

できます。 

開催日時：2022年 11月 27日（日）11時 00分～15時 00分 

開催場所：高崎駅ラジオ高崎横 

※先着 100名限定 

 

 

2022年 11月 15日に上越新幹線（大宮～新潟間）は開業 40周年を迎えます。また、今年は日本初の

鉄道が開業してから、150年の節目の年です。 

JR 東日本高崎支社は、お客さまや地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、上越新幹線開業 40 周年

を記念したイベントやオリジナルグッズの販売、㈱荻野屋とコラボし高崎駅社員が掛け紙をデザインし

た記念弁当の販売を行います。さらに、「JRE POINT使ってあたるキャンペーン in高崎 第２弾」を実施

するなど、上越新幹線開業 40 周年および鉄道 150 年を一層盛り上げます。ぜひこの機会にお楽しみく

ださい。 

【ポスター】 

【From AQUA】 



 

 

 

（２）本庄早稲田駅「ほわフェスタ」 

本庄早稲田駅と早稲田大学本庄高等学院のコラボで開催する新幹線 YEAR2022記念イベントです。 

高校生によるステージパフォーマンスや、体験型イベントの開催、飲食店等が出店します。 

開催日時：2022年 11月 13日（日）10時 00分～15時 00分 

開催場所：本庄早稲田駅 

開催内容：別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

（３）上毛高原駅「上毛高原駅 40周年感謝祭」 

  上毛高原駅 40周年の節目に地域の皆さまへの感謝を伝える場として、ワークショップや体験型 

イベントの開催、地元の人気飲食店等が出店します。 

開催日時：2022年 11月 12日（土）、11月 13日（日）各日 13時 00分～16時 00分 

開催場所：上毛高原駅前特設会場、上毛高原駅コンコース 

主  催：みなかみ町  

開催内容：別紙をご参照ください。 

 

 

 

（４）熊谷駅 駅弁催事「熊谷駅弁祭り」 

 鉄道開業 150年、上越新幹線開業 40周年を記念して各地の人気駅弁を販売します。 

駅弁は即日お届け列車便「はこビュン」を活用し、熊谷駅まで上越新幹線で輸送します。 

開催日時：2022年 11月 20日（日）11時 00分～16時 00分 

     ※当日の状況により前後する可能性がございます。 

販売箇所：熊谷駅 臨時売店(２階北口改札外) 

※駅弁のご購入にきっぷや入場券は必要ありません。 

販売商品：駅社員のおすすめ駅弁を中心とした各地の駅弁 

販 売 元 ：㈱ JR東日本クロスステーション 

 そ の 他 ：駅弁を購入して熊谷駅構内に設置された３つのクイズに全問正解すると、プレゼント 

がもらえるクイズラリーも開催します。詳細は別紙をご参照ください。 

      ※プレゼントの数はそれぞれ限りがあります。 

 

 

 

 

※2022年 11月 15日（火）、上記４駅では、2022年９月 15日のプレスリリース「秋の鉄道開業 150 

 年および新幹線 YEAR2022の企画について」でお知らせした「２-(２)開業記念ちょっぴりプレゼ 

 ント」も実施します。詳細は、下記の URLをご参照ください。 

URL：https://www.jreast.co.jp/press/2022/takasaki/20220915_ta01.pdf 

【ポスター】 

【ポスター】 

【はこビュンロゴ】 

【プレゼント（一例）】 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/takasaki/20220915_ta01.pdf


 

 

 

２. 上越新幹線開業 40周年記念オリジナルグッズの販売   

（１）オリジナルグッズの販売 

  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」にちな

んだオリジナルグッズを販売します。 

 販売開始日：2022年 11月 15日（火）  

高崎支社管内販売箇所：高崎駅、本庄早稲田駅、上毛高原駅、熊谷駅の NewDays  

販 売 元 ：㈱ JR東日本クロスステーション 

商品一覧（一例）             

アクリルキーホルダー 額縁マグネット  

660円(税込) 550円(税込) 

 

 

 

 

  

※11月 12日（土）の催事にて先行販売します。詳細は下記（２）をご参照ください。 

※NewDays販売店舗やその他の詳細な情報は 11月８日(火)開設予定の下記特設サイトにてお知ら 

 せします。 

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

   ※商品が無くなり次第販売終了となります。 

    

（２）オリジナルグッズによる催事の開催 

  上越新幹線開業 40周年を記念したオリジナルグッズを高崎駅中央コンコースで販売します。 

 販売日時：2022年 11月 12日（土）9時 00分～16時 00分 

 販売箇所：高崎駅中央コンコース（改札外） 

 販 売 元 ：㈱ JR東日本クロスステーション 

催事限定商品（一例）：「記念メダル」 2,750円（税込） 

  

※（１）（２）の販売商品及び価格は変更になる場合がございます。 

※（１）（２）の販売商品は、JR東日本商品化許諾申請中です。 

 

 

３. 上越新幹線開業 40周年記念弁当の販売 

荻野屋「上越新幹線 40周年記念釜めし」  

高崎駅社員がデザインしたオリジナル記念掛け紙で販売します。かつての上越新幹線で活躍した初代 

200系と現代の E7系をイメージしたデザインに仕上げました。 

    販 売 日 ：11月 15日（火） 

高崎支社管内販売箇所：高崎駅、熊谷駅の NewDays  

販売価格：1,500円(税込) 

販 売 元 ：㈱ JR東日本クロスステーション 

 【メダルケース】  【記念メダル】 

 表 

 

裏 

 

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


 

 

 

※NewDays販売店舗やその他の詳細な情報は 11月８日(火)開設予定の下記特設サイトにてお知らせ 

します。 

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

※こちらの商品は上記の１-（４）熊谷駅 駅弁催事「熊谷駅弁祭り」でも販売します。 

※JR東日本商品化許諾申請中です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

４. JRE POINT使ってあたるキャンペーン in高崎 第２弾 

  鉄道開業 150年、新幹線 YEAR2022を記念して Suica を JRE POINTに登録してご利用いただいているお

客さまを対象に、条件を達成すると抽選で 150 名に JRE POINT が 2022 ポイント当たるキャンペーンを実

施します。 

  エントリー期間：2022年 11月 10日（木）～ 12月 15日（木） 

キャンペーン期間：2022年 11月 15日（火）～ 12月 15日（木）  

キャンペーン条件： 

① エントリー期間中に JRE POINTアプリまたは JRE POINT WEB 

サイトからキャンペーンにエントリーしてください。 

② キャンペーン期間中に、以下の両方を利用したお客さまが抽選対象となります。 

    ・高崎モントレーまたはイーサイト高崎でお支払いの際に JRE POINT 500ポイント以上を利用する。 

・新幹線 eチケットを使用して高崎駅を利用する。 

※キャンペーンへのエントリーと新幹線 eチケット、ポイントのご利用の順序は問いません。 

※一部店舗、一部商品は対象外となります。 

    ※当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。  

    ※ポイントの付与は 2023年２月中旬以降を予定しています。  

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響や天候、輸送障害発生時などで急遽イベントが中止または内容が変更となる場合があります。 

  ※画像はすべてイメージです。 

 

 

 

 

 

 【掛け紙】                【記念釜めし】 

【キャンペーンバナー】 

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


 

 

 

別紙各駅の主なイベント 

 

箇所 開催日等 イベント名等 内容 

高崎駅 11/30(水)まで 
「上越新幹線 40周年 

記念イベント」 

■展示 

・「ペットボトルキャップアート」 

・「顔出しパネル」 

※新幹線改札内に展示します。 

■キャンペーン 

・「上越新幹線 40周年記念シールプレゼント企画」 

配布箇所：高崎駅新幹線改札 

配布条件：当日有効の新幹線の乗車券類(入場券含む)＋ 

期間内の下記対象店舗のレシート 500円(税込) 

ごとに、１枚プレゼントします。 

【対象店舗】 

高崎駅構内店舗：NewDays（４店舗）、銘品館、ベックスコ 

        ーヒー（２店舗）、駅弁屋（３店舗） 

※未就学児は同伴のおとなの乗車券類の提示で対応可 

※レシートの合算可 

※詳細は駅内ポスターにてご確認ください。 

 

 

本庄早稲田駅 
11/13（日） 

10:00～15:00 
「ほわフェスタ」 

■イベント 

・早稲田大学本庄高等学院のみなさまによるステージパフ

ォーマンス 

・「シンカリオン E7かがやき」と記念撮影 

・JRE POINT説明会、大人の休日倶楽部相談会 

・ミニ新幹線乗車体験  

 ※12:00～13:00は体験時間外となります。 

※雨天時は記念撮影のみとなります。 

・本庄市によるブースでのおもてなし 

■展示 

・新幹線の設備展示 

■物販 

・鉄道グッズ販売 

・飲食店ブースの出店 

■キャンペーン 

・イベント限定の新幹線カードプレゼント 

・ガラポン抽選会 

 

 



 

 

 

上毛高原駅 

11/12（土）、 

11/13（日） 

各日 13:00～16:00 

「上毛高原駅 

40周年感謝祭」 

■イベント（一例） 

・ボッチャ体験 

・缶バッジづくり 

・沿線協議会によるワークショップ 

・３人制プロバスケットボールチーム「MINAKAMI TOWN.  

EXE」によるバスケエキシビション、こどもバスケ教室 

・ミネラルウォーター「From AQUA」PETサンプリング 

■展示 

・パネル展 

■物販 

・周辺自治体による PRブース出店 

・飲食店ブースの出店（キッチンカー） 

■キャンペーン 

・沿線協議会による抽選会 

熊谷駅 

11/20(日) 

11：00～16：00 

※当日の状況によ

り前後する可能性

がございます。 

「熊谷駅弁祭り」 

■イベント 

・駅弁催事 

■キャンペーン 

・「クイズラリー」 

【場所】熊谷駅２階北口階段付近クイズラリー専用ブース 

【参加方法】 

クイズラリー専用ブースから回答用紙を取り、熊谷駅構

内の３箇所に設置されたクイズの答えを記入して、専用ブ

ースにご提出ください。ご参加いただいたお客さまにオリ

ジナルグッズをプレゼントします。 

※駅弁のご購入レシートとクイズラリーを全問正解された 

専用台紙をご提出いただいたお客さまにはご購入いただ

いた駅弁の個数と同数のさらなるグッズをプレゼントし

ます。 

※合計 2,500円以上の駅弁をご購入されたレシートと、ク

イズラリーを全問正解された専用台紙をご提出いただい

たお客さまにはさらなるグッズをプレゼントします。 

※オリジナルグッズはそれぞれの数には限りがあります。 

※３箇所全ての問題に挑戦する際は在来線・新幹線改札内

に入場できるそれぞれの乗車券類が必要となります。 

※条件やプレゼントの詳細等は駅内ポスターにてご確認 

ください。 

※企画内容については変更・中止する場合があります。 

※詳細は駅掲示のポスターをご確認ください。 


