
2021年10月7日
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

NewDays・NewDays KIOSK
「鉄道の日フェア2021」を
10月12日より開催！

NewDays「鉄道の日フェア2021」概要

＜店頭ポスターイメージ＞ ＜対象商品一例＞

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（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：白石 敏男）が運営する

｢NewDays｣「NewDays KIOSK」では、10月12日より「鉄道の日フェア2021」を開催いたします。

期間中は、人気駅弁がおにぎりになった、駅弁会社監修の「駅弁風おにぎり」や、東日本の有名酒蔵のお酒を手軽にお楽しみ

いただける「酒の市」のほか、鉄道コラボパッケージ商品、鉄道グッズなど、鉄道や旅行にちなんだ様々な商品を発売いたします。

イメージキャラクターには、鉄道大好きタレントの鈴川絢子さんを起用しました。ポスターや店内の販促物でフェアを盛り上げていただき

ます。

また、フェア対象商品を含む600円（税込）以上購入のレシートに発行されるIDを1口としてご応募いただくと、抽選で豪華プレゼント

が当たるキャンペーンも実施いたします。

【実施期間】 2021年10月12日(火)～11月1日（月）

【特設サイト】 http://www.newdays-tetsudoufair.com （10月12日開設）

【実施箇所】 NewDays・NewDays KIOSK 全店舗

http://www.newdays-tetsudoufair.com/


旅気分を味わおう♪「駅弁風おにぎりシリーズ」！

あの人気駅弁がおにぎりになった！駅弁会社が監修した、手軽に旅気分を味わえるおにぎりです。

10月22日（金）に、NewDaysの一部店舗において、駅弁の「牛肉どまん中」「ひっぱりだこ飯」「チキン弁当」を数量限定

販売いたします。販売箇所につきましては特設ホームページをご確認ください。

10月22日にはNewDaysの一部店舗で駅弁も販売します！

牛肉どまん中風おにぎり
300円

山形県産米「どまんなか」を炊き上げ、甘辛く
味付けした牛そぼろと牛肉煮を合わせた駅弁
「牛肉どまん中」をイメージしたおにぎりです。
販売エリア：首都圏・長野・東北（秋田・青森除く）・新潟駅

ひっぱりだこ飯風おにぎり
280円

穴子、野菜をたっぷりあわせたご飯で、たこ煮を
包んだ「ひっぱりだこ飯」をイメージした
おにぎりです。噛むごとに旨みが広がります。
販売エリア：首都圏・長野・新潟駅

チキン弁当風おにぎり
240円

鶏唐揚とトマト風味ライスの組み合わせで人気
の「チキン弁当」をイメージしたおにぎりです。
お子さまから大人までお楽しみいただけます。
販売エリア：首都圏・長野・新潟駅

フェア期間中、NewDaysでは駅弁風おにぎりシリーズと対象飲料を同時購入していただくと、50円引きいたします。

※NewDays KIOSKでは実施いたしません。

チキン弁当
900円

牛肉どまん中
1,250円

ひっぱりだこ飯
1,080円



旅気分を味わおう♪「酒の市」

山形県 古澤酒造
澤正宗 本醸造 100ml

298円

秋田県 秋田県醗酵工業
一滴千両 特別純米酒

100ml
298円

青森県 六花酒造
特別純米酒 じょっぱり華吹雪

100ml
298円

岩手県 あさ開
あさ開 本醸造 100ml

298円

フェア期間中、東日本エリアのおいしいお酒を集めた「酒の市」を開催いたします。有名酒蔵のお酒を飲み切りミニサイズボトルでお楽しみ

ください。 ※画像はイメージです。発売商品は一部デザインの変更がございます。

新潟県 吉乃川
吉乃川 吟醸酒 100ml

298円

宮城県 中勇酒造店
天上夢幻 吟醸原酒

100ml
298円

福島県 榮川酒造
榮川 特別純米酒 100ml

298円

長野県 黒澤酒造
井筒長 特別本醸造

100ml
298円

東京都 石川酒造
多満自慢 純米無濾過 180ml

400円
※首都圏エリア限定販売

東京都 田村酒造場
嘉泉 特別純米幻の酒 180ml

400円
※首都圏エリア限定販売

東京都 小澤酒造
澤乃井 純米大辛口 180ml

400円
※首都圏エリア限定販売



抽選で豪華プレゼントが当たる！

キャンペーン期間中にNewDays・NewDays KIOSKで「鉄道の日フェア2021」対象商品1品以上を含む、600円（税込）

以上ご購入のレシートに発行されるIDを1口として、レシートに印字されているQRコード®・URLよりご応募いただくと、ブッフェ料理と

鉄道イベントが体験できる「ホテルメトロポリタン エドモントのクリスマス鉄道ファミリーパーティーご招待」や「E4系グッズ詰め合わせセット」、

「鈴川絢子さんサイン入りポスター＋オフショット写真」、また、銚子電鉄のご協力により「銚子電鉄 代表取締役による貸切列車の旅

ご招待」が抽選で当たる、豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。

【賞品】

鉄道の日フェア対象商品一例

【応募締切】 2021年11月2日（火）

【レシートID発行期間】 2021年10月12日（火）～11月1日（月）

※600円（税込）以上のお買い物には、たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類（Suicaカード・プリペイドカードなど）および公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・

チケット類・サービス品（コピーサービス・宅急便など）、カプセルトイ（機械で販売している商品）等は含まれません。

また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。

JR-Cross賞 A賞 2口で応募
ホテルメトロポリタン エドモントのクリスマス鉄道ファミリーパーティー

12月26日開催
20組80名様（※1組最大4名まで）

「食のエドモント」自慢のブッフェ料理とともにお楽しみいただける
鉄道イベントを開催します。

JR-Cross賞 B賞 1口で応募
E4系グッズ詰め合わせ

20名様

キャップやクリアファイルなど、E4系グッズの詰め合わせです。

銚子電鉄賞 5口で応募
代表取締役による貸切列車の旅
1組限定 最大50名様

竹本社長が運転！銚子電鉄貸切列車の旅にご招待いたします。

鈴川絢子賞 1口で応募
サイン入りポスター＋オフショット写真

10名様

ポスターなどでフェアを盛り上げていただいた、鉄道大好きタレント
鈴川絢子さんのサイン入りポスターと撮影時のオフショット写真です。

ヒントミント 新幹線コレクション
E4系 Maxとき
E5系 はやぶさ
E6系 こまち
各756円

JR東日本が誇る新幹線が、手のひらサイズの
スタイリッシュなデザインケースに。
鉄道の日を記念して米国ミントブランド
HINT MINTが手掛けたNewDays限定コラボ
商品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

山手線箱
（シュガードーナツ5個入）

780円

山手線のE235系をモチーフにしたシュガー
ドーナツ入りの電車箱です。食べておいしい、
見て楽しい商品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

ぬれ煎餅 赤の濃い口5枚入り
特別企画品
450円

銚子特産醤油の旨みを活かした、後味まで
旨味を残した濃い口味の5枚入り。
当たりなら銚子電鉄の招待券が入っています。
食べて銚子電鉄を応援できる商品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

※QRコード®は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※賞品画像は全てイメージです。

🄫プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Ｚ・TX



※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。
※食品の価格はお持ち帰り時の価格となります。店内でご飲食される場合には価格が異なりますのでご了承ください。

NewDays KIOSK オリジナル
鉄道コレクション 第4弾
～Bellmart Kioskコラボ～

1,222円

Bellmart Kioskとのコラボで、JR東海所属
車両もラインナップ。全10種＋シークレット
1種で、鉄道コレクションとして初めて製品
化される車両がシークレットを含めて7種類
入っています。
※どの車両が入っているかわからない
クローズドパッケージでの販売となります。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

いい日旅立ち＜ヴァイス＞ 350ml
298円

優しくフルーティーな白ビール。
旅の出発点として象徴的な「東京駅」を
モチーフにしました。出発時は、青空の
パッケージを見ながら…旅からの帰宅時は
夕焼けパッケージを見ながら…「いい日」を。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

上撰ワンカップ鉄道ラベル 180ml
各239円

JR東日本グループオリジナルラベル商品。
現在は、新幹線になった特急シリーズを
ラベルにしました。非売品のシークレット
ラベルプレゼント企画もあるので、お楽し
みに！
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

汽笛ハイボール
275円

機関車の「煙（スモーク）」からイメージ
し、原酒由来のスモーキーな香りを気軽に
楽しめる本格ハイボール。
販売エリア：首都圏

表 裏

Panest
ビーフシチューパン

140円

鉄道博物館内レストランのメニューにある
「ビーフシチュー」をイメージし、ビーフ
シチューフィリングとホワイトソースを
包んだ、秋にピッタリな一品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

Panest
ハチクマライス風パン

150円
(※10月19日発売）

鉄道博物館内レストランのメニューにある
「ハチクマライス」をパンにアレンジした
商品です。ハンバーグとデミグラスソース
を包み、たまごマヨとチーズとパン粉を
トッピングしました。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

E4系 パラパラメモ（連結）
660円

E４系の連結の様子が「パラパラ漫画」の
ようにメモ帳に印刷されています。
自分でパラパラめくれば、いつでも連結の
様子を楽しめます。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

E4系 キャップ
6,600円

E４系グッズからキャップが登場！
フロントロゴ刺繍には、「朱鷺マーク」
を使用。
落ち着いた色で服装にも合わせやすく、
後ろでサイズ調整もできます。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

E4系 キラキラクリアファイル
440円

ラストランを飾るE４系の最後の雄姿を
クリアファイルにしました。
キラキラした素材のクリアファイルで、
華やかなデザインになっています。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

E4系 キーホルダー（ダイキャスト）

880円

高級感溢れる亜鉛合金ダイキャスト製

色付きキーホルダーです。

販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

E4系 タオルハンカチ（刺繍）

1,100円

E4系がワンポイント刺繍された

綿100％素材のタオルハンカチです。

販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北



エリア限定販売商品

※画像は全てイメージです。株式会社JR東日本クロスステーション https://www.jr-cross.co.jp/

この20年間で引退した、各エリアにゆかりのある懐かしの人気車両の限定商品を販売します。販売箇所につきましては特設ホーム

ページでご確認ください。

東京エリア
山手線 E231系500番代

大宮エリア
東北本線 583系

水戸エリア
常磐線 651系

高崎エリア
高崎線 115系

長野エリア
篠ノ井線 189系N102編成

新潟エリア
信越本線 E127系

盛岡エリア
五能線 キハ40系

横浜エリア
東海道線 E257系

千葉エリア
京葉線 205系

新宿エリア
総武線 103系

八王子エリア
中央本線 201系

【販売商品】

画像左上：アクリルキーホルダー 880円 右上：缶バッチ 550円 左下：クリアファイル 440円 右下：トレインカード 880円

ご紹介の商品のほか、ステッカー（全24種クローズドパッケージ）：550円、12車両入りクリアファイル：440円、 12車両入りサボプレート：2,970円もございます。

仙台エリア
東北本線 485系

※各エリアについてはNewDaysの販売エリアとなります。実際の路線の運行エリアとは異なる場合がございます。

https://www.jr-cross.co.jp/

