
2022年9月13日(火)
株式会社JR東日本クロスステーション

本プレスリリースは、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、JR記者クラブ、東商記者クラブにお届けしています。

3日間限定の鉄道万屋では鉄道開業150年記念グッズや限定復刻駅弁など150商品以上が勢揃い！

駅弁立ち売りや抽選会、Suicaのペンギン撮影会などイベントも目白押し

「鉄道開業150年記念イベント in 東京駅」開催

●販売情報その1：発売当時を再現した限定駅弁を先行販売＆10月の新商品を限定先行公開！

●販売情報その2：約40商品の駅弁が大集合。50年・100年以上のロングセラー駅弁も！

●販売情報その3：今夏販売してきた鉄道開業150年記念グッズが勢揃い！

●その他注目コンテンツ：懐かしの駅弁立ち売り販売や景品が当たる抽選会を実施！
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株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：西野史尚）では、鉄
道開業150年を記念し、9月21日（水）から23日（金）の期間限定で「鉄道開業150年記念イベント」を
東京駅にて実施します。10月から販売する商品の先行販売・展示や、駅弁の立ち売り販売、景品が当た
る抽選会などイベントも目白押しです。

会場となるJR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」では、「鉄道万屋（てつどう
よろずや）」と銘打ち、鉄道開業150年グッズや復刻駅弁など150商品以上を販売します。主に「先行販
売／展示商品」、「駅弁」、「鉄道関連グッズ」で構成され、この3日間だから手に入る商品が勢揃いし
ます（一部展示のみ／販売中）。

そして、日本全国から各地の駅弁会社が集まり、駅弁立ち売り販売をJR東京駅構内で行います。懐かし
の駅弁立ち売り販売はぜひご注目ください。

イベント開催期間：9月21日（水）～23日（金）11:00～20:00 ※最終日のみ18:00まで

※報道関係者の方々が先行取材できる機会を設けております。詳しくは本リリース7ページ目を御覧ください。



復刻伝承鯵の押寿し
駅弁屋 祭／1,380円（税込）

小鰺の半身を1貫に、贅沢に使用した押寿しです。大正7年当時に使用していた掛け紙
の復刻版をかけてご提供いたします。
●発売日:10月1日（土）

鉄道開業150年記念 オリジナル限定腕時計
GENERAL STORE RAILYARD(大宮駅)、TOKYO!!!ほか／55,000円(税込)

時間に正確な運行を使命とする鉄道員が携帯する鉄道時計を模した腕時計を 、セイコ
ーウオッチ株式会社と共同で製作しました。カラーリングは鉄道開業当時に走行して
いた1号機関車(150形)をモデルとし、文字盤は初代国産鉄道時計をイメージしたプレ
ミア感漂うオリジナル限定腕時計です。
●発売日:10月8日（土）
JR東日本商品化許諾済

【鉄道万屋 販売情報①：先行販売／展示商品】
発売当時を再現した復刻駅弁を先行販売＆10月の新商品を限定先行公開！

復刻チキン弁当
駅弁屋 祭／1,150円（税込）

昭和39年10月に発売した「チキン弁当」を発売当時の内容で復刻。二段重のパッケー
ジ、鶏唐揚やトマト風味ご飯の味付けなど、当時を再現し復刻しました。
●発売日:10月1日（土）

鉄道開業150年記念 オリジナル限定万年筆
GENERAL STORE RAILYARD(大宮駅)、TOKYO!!!ほか／66,000円(税込)

創業110年以上と歴史あるセーラー万年筆株式会社と製作、開業当時に走行していた1
号機関車(150形)デザインや限定150本を記すシリアルナンバーが刻まれた鉄道開業
150年記念オリジナル限定万年筆です。
●発売日:10月8日（土）
JR東日本商品化許諾済

ベックスコーヒーショップ
ドリンク回数券 鉄道開業150年記念デザイン

エキネト(JRE MALL)／6枚綴り5種セット 6,750円（税込）送料別
ベックスコーヒーショップ（店舗販売）／6枚綴り1種 1,350円（税込）

5杯分の価格で6杯お楽しみいただけるドリンク回数券を、限定デザインにて販売。東
海道線に縁のある鉄道を中心に、5種類用意しました。
9/21から9/23は会場内のJRE MALL Carにて先行予約が可能です（配送は10月以降）。
●店頭発売日:10月1日（土）
JR東日本商品化許諾済
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朝の茶事 鉄道開業150年ラベル
アキュア ドリンクショップ(JRE MALL)／525ml×24本 2,980円(税込)送料無料

アキュアの自販機、駅弁屋ほか／1本 140円(税込)
「朝の茶事 すっきり抹茶入り」から鉄道開業150年ラベルが登場！東日本を走る新幹
線を描いた3種のラベルです。抹茶入りのすっきりとした味わいをお楽しみください。
9/21から9/23は会場内のJRE MALL Carにて先行予約が可能です（配送は10月以降）。
●店頭発売日:10月上旬～順次発売
JR東日本商品化許諾済

10月より販売される商品を、一部先行して販売および展示を行います。今回先行販売されるのは、駅弁。
掛紙や味付けなど当時を再現し復刻しました。そして先行展示するのは、鉄道員が携帯する鉄道時計を模し
た鉄道開業150年オリジナル腕時計や、限定150本を記すシリアルナンバーが刻まれた鉄道開業150年記念
オリジナル限定万年筆など。この3日間でしか楽しめない貴重なコンテンツとなっています。

先行販売

先行販売

展示

展示

先行販売

先行販売

※画像、イラストは全てイメージです。



【鉄道万屋 販売情報②：駅弁】
今回は約40商品もの駅弁が大集合。50年・100年以上のロングセラー駅弁も！

鰊みがき弁当
1,000円（税込）

昭和41年の発売以来、変わらぬ
製法で受け継がれてきたお弁当。
鰊は天日干しの身欠き鰊をみか
ど秘伝のタレで煮込み、一晩寝
かせました。"味付数の子"
"茎わかめ醤油漬"との相性も抜
群です。

チキン弁当
900円（税込）

昭和39年発売、ロングセラー駅
弁です。鶏唐揚とトマト風味ラ
イスの組み 合わせで、お子さま
から大人の方まで お楽しみいた
だけるお弁当です。

大船軒サンドウヰッチ
530円（税込）

発売は明治32年、百余年を越
え。鎌倉ハムを使用した大船軒
の伝統の商品です。
ボンレスハムサンドとチーズサ
ンドの2種類の味を楽しむこと
ができます。

伝承鯵の押寿し
1,380円（税込）

小鯵からわずか２切れしか取れ
ない身を、伝統の合わせ酢でし
め、押寿しにしました。大正2
年当時からの製法の、まろやか
な旨味の贅沢な味わいをご堪能
ください。

鯛めし
880円（税込）

独自製法の鯛おぼろを茶飯の上
に敷き詰めました。明治時代か
らのロングセラー商品です。

ますのすし一重
1,600円（税込）

明治45年から販売を開始し、ほ
どよい脂ののった鱒、富山神通
川流域でとれる県産米を使用し
たすし飯、緑が濃く香りの良い
国産笹。味と色彩が見事に調和
した富山の名産品です。
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このイベントのために駅弁が約40商品勢揃いします。今回販売される駅弁のなかでも、50年・100年以上の歴史を
誇るロングセラー駅弁をご紹介します。

【駅弁の立ち売り販売を実施！】
日本全国から各地の駅弁会社も参戦し、JR東京駅構内にて懐かしの駅弁立ち売り販売を行います。

・日時：9月21日（水）11:00～13:00
・場所：JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」付近

JR東京駅 「東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸新幹線 （南）のりかえ口」
※内容は予告なく変更になることがございます。

50年以上 50年以上

100年以上 100年以上

100年以上 100年以上

復刻伝承鯵の押寿し復刻チキン弁当

鉄道万屋なら、復刻駅弁の2商品
を一足先に味わえます。

3日間限定の鉄道万屋にぜひお越
しください！



マグカップ
特急イラスト集合/方向幕
各1,320円（税込）

JR東日本エリアの特急列車と方
向幕がそれぞれデザインされた
マグカップです。
次の列車の旅に思いを馳せるリ
ラックスタイムのお供にぜひど
うぞ。

【鉄道万屋 販売情報③：鉄道関連グッズ】
今夏販売してきた鉄道開業150年記念グッズなどが勢揃い！

NewDays、GENERAL STORE RAILYARD、トーキョーみっつでは、7月から「第1弾：機関車・客車」「第2
弾：新幹線」「第3弾：特急列車」とテーマ毎に鉄道開業150年グッズを販売してきました。
この3日間では、人気商品の一部再販売や9月に発売された新商品など、数多くの鉄道グッズを販売します。
※以下、販売される一部商品。
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ホテルキーホルダー
(ロイヤル・ソロ、シングル

DX)
各880円(税込)

寝台列車で使用されていた文
字デザインを、ホテルキーの
ようなアクリルキーホルダー
にしました。裏面には各車両
がデザインされています。

キャンバスアート
8,000円(税込)

JR東日本社員が撮影した秘蔵写
真をシリアルナンバー入りの特
別なキャンバスアートにしまし
た。
※シリアルナンバーはランダム
です

マルチスマホケース
200系E2系

3,850円(税込)
表面にE2系、裏面に200系の
イラストをデザインしたマル
チスマホケースです。シール
で貼り付ける仕様なのでさま
ざまなサイズのスマートフォ
ンにお使いいただけます。
※スライド式、ポケット付き

缶バッジセット
各880円(税込)

新幹線2車両のイラストをプリ
ントした缶バッジセットです。
大きな缶バッジには2車両、小
さな缶バッジには各車両がプ
リントされています。

クリアパスケース
185系/189系/485系/583系

各770円（税込）
車両側面デザインがパスケ
ースに！窓の部分が一部透
明になっています。Suicaを
挿入すると、窓からSuicaの
ペンギンが顔を出します。

※画像、イラストは全てイメージです。 JR東日本商品化許諾済

レリーフボールペン
各990円（税込）

クリップ部分に新幹線車両の
イラストがあしらわれたボー
ルペン2本セットです。イラ
スト部分は凹凸をつけて浮き
出た作りになっており、立体
感があります。

ホテルキーホルダー
189系/583系

各880円（税込）
189系特急「あずさ」、583系
特急「ひばり」をホテルキー
のようなアクリルキーホルダ
ーにデザインしました。裏面
には各車両がデザインされて
います。

第2弾

第1弾第1弾

第2弾

第2弾 第3弾

第3弾 第3弾



特設ステージでは、3日間を盛り上げる催しを実施！

東京駅構内でライブコマース！「東京駅の中心で“鉄道愛”を叫ぶ」
9月21日（水）19:00～19:30

会場にステージを設け、Instagram内のライブ配信機能（インスタライブ）を活用した配信イ
ベントを開催します。テーマは「東京駅の中心で“鉄道愛”を叫ぶ」。本イベントにて登場する鉄
道グッズや限定駅弁の魅力を、担当者が熱くご紹介する他、JR東日本が運営するECモール
「JRE MALL」内のEＣショップ「グランスタモール」にて販売している鉄道をモチーフとした
人気商品からイチオシをご紹介。「グランスタモール」内の気になった商品はECにてすぐにご
購入いただけます。

・主な内容：①「鉄道開業150年記念イベント in 東京駅」について魅力のポイントを紹介。
② ECサイト「グランスタモール」内のおすすめ鉄道アイテムをご紹介。

・ＥＣサイト「グランスタモール」https://www.jreastmall.com/shop/c/c63/
・グランスタ公式インスタグラム https://www.instagram.com/gransta_jp/
※開催時間は前後する場合がございます。

STATION IDOL LATCH!

キャスト着用衣装＆パネル展示

9月22日（木）11:00～20:00

駅員×アイドルの物語

『STATIONIDOL LATCH!』から、

大人気ユニット「Aither(東京駅/新

宿駅/池袋駅)」のパネルと東京駅・

東海林鈴音の衣装を展示します！

公式サイト：https://latch.jp/

【提供】一般社団法人東京ステー

ションシティ運営協議会

東京エキマチライブ

9月23日（金）

①14:00～14:30 ②15:30～16:00

東京駅八重洲グランルーフで開催中の

「東京エキマチライブ」がスクエアゼ

ロで特別開催！変幻自在の新感覚ピア

ノインストが会場を包みます。

【出演】伊藤詩織(卓ベルピアニスト)

【主催】一般社団法人東京ステーショ

ンシティ運営協議会

JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」の特設ステージでは様々な催しを行います。普段はグラン
ルーフで行われている「東京エキマチライブ」を、一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会ご協力のもと、今回
は「スクエア ゼロ」で開催。他にも、商品担当者がおすすめ商品をPRする生配信コンテンツ「東京駅の中心で“鉄道愛”を
叫ぶ」や、STATION IDOL LATCH!の大人気ユニットの衣装とパネル展示も行います。

（5/7）

©LATCH! Project/JRE

（過去開催の様子）

■日時
9月21日（水）、23日（金）
①11:30～ ②12:30～ ③13:30～ ④15:30～ ⑤16:30～ ※各回約20分
■撮影会場
JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」
※カメラはご持参ください。
※指定の場所にお立ちいただき、撮影をしていただく形式です。
※各回10組限定
※混雑時は各回30分前に会場にて整理券を配布します
※「Suicaのペンギン」はJR東日本「Suica」のキャラクターです。

また、イベント期間中は、JRE POINTの新規会員登録ブースを設けて登録のサポートをします。

【JRE POINTとは】
JRE POINTは、SuicaやJRE POINT カード、ビューカードといったJR東日本のサービスを登録・連携していただくこと
で、さまざまな貯め方や使い方ができるグループ共通ポイントです。
詳細：https://www.jrepoint.jp/point/first/

Suicaのペンギン撮影会＆JRE POINT登録ブースを開催

チャレンジ！”ザ・トレイン・マッチング”～ロッカーで絵合わせ～

景品例「鐵T（てってぃー）」
JR東日本商品化許諾済

https://www.jreastmall.com/shop/c/cD415/

■概要 ：コインロッカーの扉を2ヵ所開き、電車のイラストのペアを揃えると景品がもらえます。

ペアの獲得数に応じてもらえる景品が変わります。

■日時 ：9月23日（金）11:00～19:00

■参加費：400円/回 ※お支払いはSuica等交通系電子マネーのみとなります

（「Suicaで大抽選会」ご参加で割引券を配布。本券ご提示のお客さまは200円/回）

■会場 ：JR東京駅 総武線地下4階のコインロッカー

Suicaのペンギン

https://www.jreastmall.com/shop/c/c63/
https://www.instagram.com/gransta_jp/
https://latch.jp/
https://www.jrepoint.jp/point/first/
https://www.jreastmall.com/shop/c/cD415/
https://www.jreastmall.com/shop/c/cD415/
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JR東京駅の株式会社JR東日本クロスステーションが運営する施設、店舗、自販機、コインロッカーにて、Suica等交通系
電子マネーでのお買い物で、1,000円を一口として抽選会に参加できます。鉄道開業150年グッズや食事券など、合計
3,000名に景品が当たります。

■開催時間
9月21日（水）～23日（金）11:00～20:00 ※最終日のみ18:00まで

■参加方法
①JR東京駅の株式会社JR東日本クロスステーションが運営する施設、店舗、自販機、コインロッカーにて、Suica等交通

系電子マネーで1,000円以上（税込）お買い物
②JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」に設置されているSuicaタッチ端末に、お買い物で使用

したSuica等交通系電子マネーをタッチ
③1,000円（税込）を一口として抽選会に参加、景品が当たる！

さらに、利用履歴にアキュアの自販機があるお客さまには、抽選会場でじゃんけんをして勝つとFrom AQUA＜フロムア
クア＞をプレゼント！

■抽選会場
JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」

■東京駅のJR東日本クロスステーションの主な施設・店舗（一部）
NewDays、いろり庵きらく、駅弁屋 祭、ベックスコーヒーショップ、アキュアの自販機、 エキュート東京、グランスタ

■注意事項
※賞品がなくなり次第、終了となります。
※お買い上げ金額は、当日のお買い物・サービスご利用分に限られます（別日への繰り越しはできません）。
※Suica等交通系電子マネーのご利用履歴は最新の20件が抽選対象となります。

Suicaで買って、景品当たる「Suicaで大抽選会」実施

景品一覧

会場のご案内

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

※JR東日本 Suica 利用承認第107号※当該承認は東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。※本サービスで使用する端末及びプ
ログラムでは、個人を特定できる情報は一切取得致しません。※本サービスで使用する端末及びプログラムで取得した交通系ＩＣカードのデータは、本サービスの提供を目的と
した用途範囲のみで利用いたします。※本サービスで使用する端末及びプログラムでは、交通系ＩＣカードへのデータ書き込みは一切行いません。※本サービスで使用する端末
にタッチしても交通系ICカードの残高は一切引き落とされません。※交通系ICカードの更新または交通系ICカード発行事業者の都合により、予告なく交通系ICカードが交換され
ることがあります。この場合、本商品・サービスを継続して利用することはできません。その際の継続方法についてはサービス提供者にお問い合わせ下さい。

「鉄道万屋」、「Suicaで大抽選会」の抽選会場は、JR東京駅改札内 地下
1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」です。右のマップをご参照くだ
さい。

開催日時：9月21日（水）～23日（金）11:00～20:00
※最終日は18:00まで

※「チャレンジ！”ザ・トレイン・マッチング”～ロッカーで絵合わせ～」
の会場はJR東京駅 総武線地下4階のコインロッカーとなります。

各種イベントの変更等の情報は下記サイトよりご確認ください。
URL：https://www.jr-cross.co.jp/cr/150event-tokyo.html

※9月20日（火）開設予定

https://www.jr-cross.co.jp/cr/150event-tokyo.html


商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」

「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、

「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や

「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの４つのカンパニーで構成されて

います。

（7/7）

■リテールカンパニー

「NewDays」などのコンビニエンス事業を中心に、「GENERAL STORE RAILYARD」や「TOKYO!!!」など

個性豊かな専門店などを運営。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

■フーズカンパニー

「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」「蕎麦29東京」「そは’二〇」「いろり庵」「ベックスコーヒーシ

ョップ」「駅弁屋」「STATION RESTAURANT THE CENTRAL」「THE BEAT DINER」の他、製造事業などを

運営。

■ウォータービジネスカンパニー

acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業

等を展開。

■デベロップメントカンパニー

「エキュート」「グランスタ」などのエキナカ商業施設を運営。

＜ブランド一部紹介＞

＜ブランド紹介＞

＜ブランド一部紹介＞

＜ブランド一部紹介＞

※報道関係者の皆様へご案内※

「鉄道開業150年記念イベント」開始に先立ちまして、初日21日（水）の10時から14時まで、報道関係者様の取材対応日とさせていた

だきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・取材日時：9月21日（水）10～14時 ※11時より一般営業開始

・受付場所：JR東京駅改札内 地下1階のイベントスペース「スクエアゼロ」付近

※JRを利用して来場される場合は、一度改札を出まして、受付までお越しくださいませ。

・取材コンテンツ

①本リリース含め催事で販売される一部商品の撮影

②本イベント担当者への個別インタビュー

【取材お申込み】

https://forms.gle/ZgBsHJBT6AZVtszd7


