
 

 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

東 京 支 社 

 

高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅 開業１００周年イベントを開催します！ 
～杉並区や地域のみなさまとともに、中央線を盛り上げます～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅での共通実施イベント 

 

（１） 「キーワードラリー」 

官民連携で中央線エリアの情報発信を行う「中央線あるあるプロジェクト 

実行委員会」とともに駅周辺のエリアを回遊するキーワードラリーを実施します！ 

① 期間 

２０２２年７月４日(月)～３１日(日)  

② 参加方法 

パンフレットに掲載された６施設を巡り、各店舗のポスターに書かれた１文字を集め、 

６文字のキーワードを完成させると、「オリジナル記念硬券」をプレゼントします。 
※パンフレットは７月４日(月)以降、高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅などに設置予定 

③ 景品引換 

場所 高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅 各改札 

時間 ９：００～１９：００ ※景品はなくなり次第終了 
 

（２） 「写真展示」 

各駅や街の賑わい、歴代の車両など、歴史を感じていただける写真を展示します！ 

・７月 １日(金)～３１日(日) 阿佐ケ谷駅構内 

・７月１６日(土)～３１日(日) 高円寺駅構内・西荻窪駅構内 

 

（３） 「なみすけ＆ナミー撮影会」 

杉並区公式のアニメキャラクター「なみすけ・ナミー」との撮影会を実施します！ 

① 期間 

２０２２年７月１６日（土）、１７日（日）、１８日(月・祝)の３日間  

   ② 場所 

・７月１６日(土) 「高架下空き倉庫※」１６日は「なみすけ」のみの撮影会となります。 

なみすけ １０：００～・１２：００～・１４：００～の各回３０分 

・７月１７日(日) 阿佐ケ谷駅 改札外コンコース・イベントスペース 

なみすけ １１：００～・１４：００～、ナミー １２：３０～・１５：３０～の各回３０分 

・７月１８日（月・祝） 西荻窪駅改札外北口イベントスペース 

なみすけ・ナミー １０：３０～・１２：００～・１３：３０～・１５：００～の各回３０分 
※「高架下空き倉庫」https://www.jrtk.jp/koukashita-akisoko/ 

杉並区阿佐谷南 2-36（高円寺駅徒歩６分・阿佐ケ谷駅徒歩９分） 

○高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅は、２０２２年７月１５日(金)に開業１００周年を迎えます。 

○このたび、開業１００周年を記念して各地域の店舗を巡る「キーワードラリー」を開催するとともに、中央線や

地域の歴史を感じていただける写真展示など、さまざまなイベントを駅構内などで開催します。 

〇７月１６日(土)は高円寺駅、１７(日)は阿佐ケ谷駅、１８日(月・祝)は西荻窪駅にて各種イベントを開催します。 

○１００周年限定グッズをＮｅｗＤａｙｓ高円寺店・ビーンズ阿佐ヶ谷店・西荻窪店にて販売します。 

 

パンフレット表紙 １００周年告知ポスター 

オリジナル記念硬券 

杉並区のキャラクター 

なみすけ・ナミー  

 🄫杉並区 

https://www.jrtk.jp/koukashita-akisoko/


２ 高円寺駅でのイベント 

（１） 「みらいの駅・鉄道展」 

① 期間  

２０２２年７月 1日(金)～３１日(日)   

② 場所  

高円寺駅改札内 

   ③ 内容 

高円寺学園放課後等居場所、学童クラブの皆さんに「みらいの駅・鉄道」を 

テーマに絵を描いてもらい、駅構内に展示します！ 

 

（２） 「高架下イベント」 

① 日時 

２０２２年７月１６日(土) １０：００～１６：００ 

② 場所  

高架下空き倉庫 

   ③ 内容 

・駅係員や車掌、運転士の日常の仕事風景の動画をプロジェクターで放映 

・駅係員が業務上使用する「マジックハンド」や「列車非常停止ボタン」の体験 

・「駄菓子乃瀧ちゃん」の駄菓子販売 

・過去の街並みや歴代の車両の写真展示 

 

３ 阿佐ケ谷駅でのイベント 

（１） 「みらいの阿佐ヶ谷展」 

① 期間  

２０２２年７月１日(金)～３１日(日) 

② 場所 

阿佐ケ谷駅 イベントスペース壁面（西口通路）  

   ③ 内容 

杉並第一小学校の生徒さんによる「阿佐ヶ谷という街の未来像」をイラストや文字で描いてもらい、展示します！ 

 

  

（２） 阿佐谷ジャズストリート主催「南口駅前広場イベント」 

① 日時  

２０２２年７月１７日(日) １１：００～１６：００ 

② 場所 

    阿佐ケ谷駅改札外 南口駅前広場 

③ 内容 

・阿佐谷ジャズストリート ジャズ生演奏 

地元の小・中・高校の吹奏楽やプロミュージシャンによる「たなばたさま」のジャズ風アレンジをお届けします。   
※阿佐谷ジャズストリート ウェブサイト https://asagayajazzstreets.com/ 
・山梨県北都留郡小菅村の特産品の販売 

・地域の魅力を発信する阿佐谷百貨店による阿佐ヶ谷エリアのお店紹介 

・杉並法人会による税理士、司法書士、社労士等のよろず相談コーナー 

 

（３） 「ビーンズ阿佐ヶ谷による１００周年記念イベント」 

① 期間 

２０２２年７月１日(金)～３１日(日) 

② 場所 

ビーンズ阿佐ヶ谷 

   ③ 内容  

・「駅１００周年の“おめでとう”を贈ろう」デジタルサイネージ動画放映 

・中央線と高架下の歴史ボード展 

・【７/１７(日)のみ開催】マーケティングアナリスト三浦展さんトークイベント、地元キッチンカー出店 
※ビーンズ阿佐ヶ谷 ウェブサイト https://beans.jrtk.jp/asagaya/ 

 

ビーンズ阿佐ヶ谷 

過去のイベント風景 

阿佐谷ジャズストリートロゴ 

https://asagayajazzstreets.com/
https://beans.jrtk.jp/asagaya/


コラボステッカー 

４ 西荻窪駅でのイベント 

（１）  「大人の休日倶楽部入会キャンペーン」 

①日時 

２０２２年７月１８日(月・祝) １０：００～１５：００ 

② 場所 

西荻窪駅 改札外北口イベントスペース 

    ③ 内容 

       ５０歳からの旅と暮らしを応援する大人の休日倶楽部入会キャンペーンを実施します！ 

 

（２） オリジナル１００周年記念商品の販売 

・Ｄａｉｌｙ Ｔａｂｌｅ ＫＩＮＯＫＵＮＩＹＡ 西荻窪駅店 

① 日時 

２０２２年７月１８日(月・祝) ８：００～２１：００ 

② 場所 

Ｄaily Ｔａｂｌｅ ＫＩＮＯＫＵＮＩＹＡ 西荻窪駅店 

③  内容 

       １００周年を記念したシール付きのパンとハッピーバッグの販売を行います。 

 

・「ＰＬＵＳ＋ ＳＴＡＮＤ ＣＯＦＦＥＥ」 

① 期間 

２０２２年７月１日(金)～３１日(日)  

② 場所 

ＰＬＵＳ＋ ＳＴＡＮＤ ＣＯＦＦＥＥ（西荻窪駅改札外） 

営業時間 ７：００～２０：００※土日祝は９：００～２０：００ 

③ 内容 

・１００周年を記念した２種類のオリジナルドリンクを販売します。 

・７月１８日（月・祝）限定でドリンクご購入のお客さまにコラボステッカーを配布します。 

 

５ １００周年記念商品の販売 

高円寺・阿佐ケ谷・西荻窪駅の下記ＮｅｗＤａｙｓにて１００周年の記念商品を販売します！ 
※各商品の詳細や最新情報はＮｅｗＤａｙｓ公式 Twitter「@ｎｅｗｄａｙｓ_ｊｐ」にてお知らせします。 

（１） 販売開始日 

・高円寺駅記念商品 ７月１６日(土)    ＮｅｗＤａｙｓ高円寺店（営業時間 ６：３０～２３：３０） 

・阿佐ケ谷駅記念商品 ７月１７日(日)    ＮｅｗＤａｙｓビーンズ阿佐ヶ谷店（営業時間 ６：００～２３：３０） 

・西荻窪駅記念商品 ７月１８日（月・祝） ＮｅｗＤａｙｓ西荻窪店（営業時間 ６：００～２２：３０） 
※ＮｅｗＤａｙｓ西荻窪店の営業時間は、６月３０日(木)までは６：００～２２：００、７月１日(金)以降は６：００～２２：３０となります。  

 

（２） 販売商品（別紙参照） 
商品名 価格 商品名 価格 

駅名標アクリルキーホルダー 各５００円 クリアファイルセット １,０５０円 

ハンドタオル 各６６０円 バイカラーマグカップ 各１,６００円 

チャーム付 デニムポーチ 各１,５００円 モバイルリングホルダー 各１,３００円 
※在庫がなくなり次第販売終了になります。 
※当日販売する商品は後日他店舗でも取り扱う場合があります。 
※掲載商品の色やデザインが実際の商品と多少異なる場合がございます。 
※当日の混雑状況により、販売整理券を配布する場合があります。 
 

○「中央線あるあるプロジェクト」 https://www.chuosen-rr.com 
「なみじゃない、杉並！」を合言葉に、官民連携で杉並区内の中央線沿線（高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪エリア）の情報を発信し、 
杉並区の魅力をもっと多くの方に知っていただける活動を行っています。 

○新型コロナウイルス感染拡大防止策へのご理解とご協力をお願いします。 
①咳や発熱等の症状がある方、体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。②マスクの着用をお願いします。③会話は控えめにお願いします。 
④他のお客さまと適切な距離を確保してください。⑤こまめな手洗い、または手指消毒を行ってください。 
主催：東日本旅客鉄道株式会社 後援：杉並区 
協力：中央線あるあるプロジェクト実行委員会、杉並区立郷土博物館、株式会社紀ノ国屋、株式会社ジェイアール東日本都市開発、 

株式会社ＪＲ東日本クロスステーションリテールカンパニー 
※資料中の写真・イラストなどはイメージです。実際のものとは異なる場合がありますのでご了承ください。※イベントの内容などは予告なく変更・中 
止となる場合があります。※キーワードラリーへの参加は、無料ですが、各店舗や各駅までの交通費などはお客さま負担となります。 

 

記念商品一例 
※JR 東日本商品化許諾済 

オリジナルドリンク 

 

https://www.chuosen-rr.com/


〇 駅名標アクリルキーホルダー 各５００円

【別紙】１００周年記念商品

〇 ハンドタオル 各６６０円

〇 モバイルリングホルダー 各１,３００円

〇 バイカラーマグカップ 各１,６００円

〇 チャーム付 デニムポーチ 各１,５００円

※各店舗で扱うデザインは１種類のみです。（例）NewDays高円寺店では高円寺駅デザインの記念商品のみの取り扱い

※JR東日本商品化許諾済 価格はすべて税込表示

〇 クリアファイルセット（２枚入り） １,０５０円 ※３店舗共通販売

（表） （裏）


