
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）は、東北新幹

線開業40周年記念限定商品を6月23日（木）から対象の店舗にて販売いたします。

オリジナルグッズデザインを使用した「B2タペストリー」や「バックパック」などを発売するほか、盛岡駅・仙台駅・大宮駅にてイベントを開催

し、「記念コイン」(各イベント会場ごとに開催期間を通じて合計40個)や「ビーチサンダル」などのイベント限定商品も販売いたします。

また、6月23日（木）からJREMALLにて、東北新幹線開業40周年記念入場券を3種各2,000セット限定で発売いたします。

東北新幹線開業40周年記念限定商品
6月23日(木)から対象店舗でオリジナルグッズを発売！

JRE MALL内 「GENERAL STORE RAILYARD」にて記念入場券も発売！

【発 売 日】2022年6月23日（木）各店舗開店時より販売

※大宮エリアの一部店舗では販売開始時間が異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

【販売箇所】対象のNewDays・NewDays KIOSK・土産店・GENERAL STORE RAILYARD 等

盛岡エリア：一ノ関駅、平泉駅、水沢駅、北上駅、花巻駅、盛岡駅、二戸駅 の店舗

仙台エリア：郡山駅、新白河駅、福島駅、白石蔵王駅、仙台駅、古川駅 の店舗

大宮エリア：大宮駅、小山駅、宇都宮駅、那須塩原駅 の店舗

※盛岡駅・大宮駅のイベントでも販売いたします。

※店舗によって取り扱いのない商品もございます。詳細は特設サイトをご確認ください。

【特設サイト】https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_tohoku40

東北新幹線開業40周年記念
オリジナルグッズデザイン テーマ

“E･N･S･E･N Fantasy（沿線ファンタジー）”

開業40周年となる東北新幹線（大宮⇔盛岡間）沿線の5県（埼
玉・栃木・福島・宮城・岩手）に所縁のある文化・伝統・歴史を幻想
的な背景と共にレイアウトしました。
E5系新幹線の背景に、郷土玩具の「赤べこ」と「チャグチャグ馬コ」が
戯れている様な動きで表現しつつ、月夜と仙台七夕飾りを組合わせま
した。
ビジュアル全体は、昭和レトロな映画ポスターをイメージしています。

東北新幹線開業40周年記念限定商品概要

2022年6月16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

※画像、イラストは全てイメージです。
※JR東日本商品化許諾申請中のためデザイン・仕様は変更になる場合がございます。

https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_tohoku40


額装されたオリジナルグッズデザインをマグ
ネットに仕立てました。
サイズ:横46×縦57×厚み7mm

額縁マグネット
550円(税込）

表面は、オリジナルグッズデザインを全面
にレイアウトし、裏面は黒地にE5系新幹
線をデザインしたクリアファイルです。

クリアファイル(A4サイズ)
440円(税込）

ブラックのボディに総天然色のオリジナル
グッズデザインが目をひきます。バックパッ
クと手提の2WAYで使用できます。
サイズ:幅380×高さ420×マチ120mm

バックパック
3,800円(税込）

キーホルダーだけでなく、バックアクセサ
リーとしてもご利用いただけます。
サイズ:横50×縦70×厚み3mm(本体
部分）

アクリルキーホルダー
660円(税込）

東北新幹線開業40周年記念のオリジ
ナルデザインをお部屋のインテリアに。ポリ
エステル素材100％のタペストリーです。
サイズ：B2（パイプと紐部分除く)

B2タペストリー
4,180円(税込）

黒とグレーのＴシャツのボディカラーに総
天然色のオリジナルグッズデザインが映
えるデザインです。
サイズ:フリーサイズ
サイズ詳細:身丈73cm 身幅55cm 

肩幅50cm 袖丈22cm

Tシャツ 黒・グレー
各5,500円(税込）

商品ラインナップ

裏 表

※画像、イラストは全てイメージです。 ※各店舗販売状況により在庫が無い場合もございます。
※JR東日本商品化許諾申請中のためデザイン・仕様は変更になる場合がございます。

裏

クリアファイル(A4サイズ)
300円(税込）

キーホルダー(2種)
各660円(税込）

定規
660円(税込）

裏 表

トートバッグ
1,980円(税込）

裏 表

表

サボプレート
2,200円(税込）

表面にE5系、E2系、200系1500番
台、200系の車体、裏面に路線図をデ
ザインしたクリアファイルです。

200系側面方向幕のデザインと、新幹線イ
ヤーロゴデザインのキーホルダーです。
サイズ:側面方向幕:横56×縦32×厚み6mm

ロゴ:横44×縦40×厚み6mm

200系、E2系、E4系、E5系の車体が
デザインされた15㎝定規です。

200系とE5系がデザインされたト-トバッ
グです。
サイズ:横365×縦320×マチ100mm

表面にE5系、裏面に200系がデザイン
されたサボプレートです。
サイズ:横245×縦145ｍｍ

豆皿3枚セット
各3,850円(税込）

3種類の絵柄の豆皿セットです。異なる
豆皿セットを3つのエリアでそれぞれ販売
いたします。
直径:71ｍｍ

せんだい おおみや もりおか

側面方向幕デザイン ロゴデザイン

裏

表

裏

表



イベント概要

【開催期間】盛岡駅:7/2(土)～7/3(日) 仙台駅:6/23(木)～6/26(日) 大宮駅:7/2(土)～7/3(日)

【営業時間】 盛岡駅：10:00～18:00（初日11:00開店 最終日17:00終了)

仙台駅：10:00～20:00（最終日19:00終了)

大宮駅：9:00～18:00（最終日10:00開店 17:00終了）

【開催箇所】 盛岡駅：盛岡駅2階北側コンコース催事会場

仙台駅：仙台駅2階ステンドグラス前

大宮駅：大宮駅東西連絡通路

【イベント内容】オリジナルグッズデザイン商品(※仙台駅では販売いたしません) ・イベント限定商品の販売、

新幹線ガラポン抽選会、鐵T(てってぃー)の販売

※当日の混雑状況等により、販売時間の変更および販売中止とさせていただく場合がございます。

【イベント限定商品】

【鐵T（てってぃー）の販売】※仙台駅・盛岡駅のみ実施
組み合わせは40,000通り。（※2021年11月現在）
お好きな鉄道デザイン、サイズ、位置、色でＴシャツをご注文いただけます。
※完全受注生産となります。
会場でお支払いいただき、納期はご注文いただいて２週間以降になります。
※ご自宅（指定の送り先）にお届けします。
価格：半袖 子供用3,200円(税込) 大人用3,500円(税込)

長袖 子供用4,000円(税込) 大人用4,300円(税込)
※別途配送料がかかります。3枚以上購入で配送料無料となります。

【新幹線ガラポン抽選会】
※仙台駅・盛岡駅のみ実施
一回1,000円でご参加いただけます。
1等から4等が当たります。

1等 プラレール新幹線レールセット
2等 新幹線プラレール他
3等 新幹線ブロック(ビルドトレイン)他
4等 プルバック新幹線他
※景品がなくなり次第終了いたします。

※画像、イラストは全てイメージです。
※JR東日本商品化許諾申請中のためデザイン・仕様は変更になる場合がございます。

片面は東北新幹線開業40周年ロゴ
をデザインしました。E5系と200系新
幹線の2種類です。
サイズ:27×46ｍｍ

キーホルダー
660円(税込）

マウスパッド
880円(税込）

東北新幹線開業40周年ロゴとE5系新幹線の
オリジナルイラストをデザインしました。
サイズ:横360×縦350×マチ90ｍｍ

トートバッグ
1,980円(税込）

東北新幹線開業40周年ロゴを中央
に配しました。
サイズ:130×190ｍｍ

ゴールドの記念コインにE5系と200系をデザインしました。裏面は「東北新幹
線開業40周年」のメモリアルなデザインです。ロゴマーク外装箱付きです。
サイズ：直径38ｍｍ 素材：真鍮を使用した金メッキ
※それぞれの開催箇所にて各40個限定販売
(仙台駅:各日10個 大宮駅:各日20個 盛岡駅:各日20個)

※ご購入はお一人様一点限りとなります。

記念コイン
2,750円(税込）

E5系新幹線「はやぶさ」のシート柄をプリン
トしたビーチサンダルです。鉄道ファンの心
をくすぐる仕上がりとなっています。
サイズ:足幅115×足長290ｍｍ

ビーチサンダル
3,850円(税込)

箱イメージ



東北新幹線開業時13駅の記念入場券(硬券)を3種類に分け以下のとおりセット発売を行います。

【販売期間】6/23（木）8:00～9/30（金）23:59

※ご購入は１商品につきお一人様５セットまでとさせていただきます。また、販売数に達し次第発売を終了します 。

※券番の指定はできません。

※数量限定の為、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

【販売箇所】オンラインストア 「JRE MALL」内のショップ「GENERAL STORE RAILYARD」

【受注サイト】https://www.jreastmall.com/shop/c/c08/ ※発売の開始直後はアクセスが集中する可能性があります。

【お支払い方法】クレジットカード決済及びJRE POINT利用 ※送料800円 (税込)はお客さま負担となります。

【お届け日】2022/9/1（木）以降のお届け ※発送先は日本国内のみとさせていただきます。

・硬券イメージ(仙台駅の例)

※2022年12月22日（木）までの入場時刻から２時間以内で１回限り有効

【記念DVD内容】新幹線総合車両センター内で撮影した映像です。(約16分)

※記念DVDはセットごとにそれぞれ違う映像となります

商品名
200系セット

(大宮～那須塩原)
E5系セット

(新白河～仙台)
E2系セット

(古川～盛岡)

商品内容

・硬券4枚
（大宮駅、小山駅、宇都宮駅、
那須塩原駅)

・専用台紙(200系ver)
・記念DVD

・硬券5枚
（新白河駅、郡山駅、福島駅、
白石蔵王駅、仙台駅）

・専用台紙(E5系ver)
・記念DVD

・硬券4枚
（古川駅、一ノ関駅、北上駅、
盛岡駅)

・専用台紙(E2系ver)
・記念DVD

価格 3,200円(税込) 3,380円(税込) 3,200円(税込)

発売数 各2,000セット限定

東北新幹線開業40周年記念入場券の発売

株式会社JR東日本クロスステーションHP https://www.jr-cross.co.jp/

その他各駅でのイベント開催・鉄道グッズ販売予定

駅名 実施日時 実施内容 開催・販売場所

盛岡駅

6/23(木)～
6/26(日)

出前！エキュート＆グランスタ東京in盛岡
・エキュート・グランスタ東京内の限定スイーツや人気のス
イーツ、惣菜等の販売
・即日お届け列車便「はこビュン」による出来立て生菓
子・パン等の販売

盛岡駅ビルフェザン
本館1階

「フェザンパティオ」

7/2(土)
東北新幹線開業40周年記念 特別催事
エキュート大宮の人気商品を即日お届け列車便「はこビュ
ン」にて盛岡へお届け！

盛岡駅ビルフェザン
本館2階 特設会場

仙台駅
6/23(木)～
6/26(日)

・東北新幹線沿線の土産販売
・「萩の調 煌 ホワイト」「萩の調 釉 れもん」の限定販売
・即日お届け列車便「はこビュン」による八天堂商品、駅
弁の販売

仙台駅2階ステンドグラス前

大宮駅
小山駅
宇都宮駅

7/2(土)
7/2(土)に運行する「東北新幹線開業40周年記念号」
ロゴを使用した鉄道グッズ販売

各駅のNewDays 他

※画像、イラストは全てイメージです。
※JR東日本商品化許諾申請中のためデザイン・仕様は変更になる場合がございます。

専用台紙イメージ 専用台紙イメージ 専用台紙イメージ

表 裏

https://www.jreastmall.com/shop/c/c08/
https://www.jr-cross.co.jp/

