
2022年9月29日(木)
株式会社JR東日本クロスステーション

10月14日は鉄道の日！歴史を感じながら楽しめる様々な商品、企画が登場！

鉄道開業150年を記念！
Suicaのペンギンの弁当やJR東日本の鉄道グッズなど
鉄道メモリアルイヤーを感じる商品が発売されます！
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鉄道開業150年を盛り上げる弁当

品川駅仮開業150年記念弁当
駅弁屋 祭 グランスタ東京 ・品川駅内

駅弁屋／1,250円（税込）
品川駅の仮開業150年を記念して、品
川に縁のある食材を幕の内弁当風に詰
合せました。
●販売期間： 10/1～11月頃予定
※JR東日本商品化許諾済

Suicaのペンギン
大人のお子さまランチ

駅弁屋ほか／1,600円（税込）
Suicaのペンギンが描かれたオリジ
ナルの弁当箱に、大人も楽しめるお
子さまランチの料理を盛り合わせま
した。数量限定販売です。
●販売期間：10/1～11月頃予定

元祖大船軒の鯵の押寿し
駅弁屋 祭 グランスタ東京ほか／

1,300円（税込）
関東風に握り関西風に押すオリジナルの押
寿しは、100年以上のロングセラー商品に
なりました。一つのお弁当で、中鰺と小鰺
を食べ比べいただけます。
●販売期間： 10/1～なくなり次第終了
※JR東日本商品化許諾済

ⒸChiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

企画/オレンジページ

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、エキナカのNewDaysや駅弁屋などで鉄道開業150年を記念した様々な商品を販売します。

●Suicaのペンギン 大人のお子さまランチ弁当を数量限定にて販売します。

●2,000部限定の鉄道開業150年記念「JR時刻表」上製本・副読本セットや時刻表のジグソー

パズルを販売します。

●NewDaysでは、オリジナル缶バッジプレゼントキャンペーン等を含む鉄道の日フェアを開催

します。
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※画像、イラストは全てイメージです。

鉄道開業150年記念メタルプレート
＜蒸気機関車ナンバープレート＞
RAILYARD JREMALL店
25,000円（税込）／300個限定

※シリアルナンバー（指定不可）・額装付き
鉄道史を彩った蒸気機関車のシンボルであるナンバープ
レートと銘板をメタルプレートとして美しく
デザインし、額装を施したメモリアルプレートです。

●販売期間：10/4 受注生産予約開始
※JR東日本商品化許諾済
※実物とは異なります。
デザインは変更になる場合がございます。

想い出が蘇る、鉄道史を彩った車両のシンボルが美しいプレートに！

鉄道開業150年記念メタルプレート
＜ヘッドマーク＞

RAILYARD JREMALL店
25,000円（税込）／300個限定

※シリアルナンバー（指定不可）・額装付き
ボンネット型特急電車のヘッドマークをメタルプレートとして
デザインし額装を施しました。個性的で魅力的な書体の美しさ
に魅了されるメモリアルプレートです。

●販売期間：10/14 受注生産予約開始
※JR東日本商品化許諾済 ※JR西日本商品化許諾済
※実物とは異なります。デザインは変更になる場合がございます。

時刻表にひたれる商品も！

鉄道開業150年記念「JR時刻表」上製本・副読本セット
GENERAL STORE RAILYARD他／5,500円（税込）

2,000部限定！シリアルナンバー(ナンバリング)入り！
・鉄道開業150年記念「JR時刻表」上製本(10月号)
・副読本「時刻表で振り返る 鉄道開業150年」
・付録ポスター(歴代特急運転系統図・1958年路線図)
時刻表を愛用してきた方必見のアイテムができました。
歴史を堪能できる3点セットで発売しますのでお楽しみに。
●販売期間:10/14～ リアル店舗数量限定先行販売

JRE MALL 予約発売開始
※販売店舗につきましてはホームページをご確認ください。
数量限定のため、なくなりしだい販売終了となります。

※時刻表の中身は通常の10月号となります。
※2022年10月号本誌のプレゼントキャンペーンに応募はできません。

人気鉄道写真家 中井精也氏とのコラボ企画

鉄道写真家 中井精也の絶景コレクション
CALENDAR2023 

RAILYARD JREMALL店／

壁掛け：2,500円（税込） 卓上：1,600円（税込）

車両だけにこだわらず独自の視点で鉄道を撮影し「1日1鉄！」「ゆる鉄」など新しい鉄道写真のジャンルを産み出し
た中井精也氏厳選の鉄道写真カレンダーです。情緒溢れる写真解説も必見です！
●販売期間：9/22  ～なくなり次第終了 ※10/3以降順次発送 ※JR東日本商品化許諾済

※写真は壁掛けです。

※株式会社交通新聞社商品化許諾済（時刻表画像）

※株式会社JTBパブリッシング商品化許諾済

時刻表ジグソーパズル 500ピース
RAILYARD JREMALL店 ／各2,500円（税込）

※見どころを解説したリーフレット付

1「ダイヤエース時刻表」昭和43年10月号
P232-233

国鉄全盛期を象徴する「よん・さん・とお」でお馴染み
昭和43年10月1日のダイヤ改正で発売された大人気の
時刻表を用いたシュールで高難度のジグソーパズルです。
２「国鉄監修 交通公社の時刻表」1968年10月号

P248-249
「よん・さん・とお」の人気時刻表をパズルにしました。
採用ページは高崎線・上越線・信越本線下りの 3見開き目
です。この当時の時刻表には、路線図スタイルの駅弁案内
が下段に掲載され旅情を誘います。
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鉄道開業150年記念 サービス券付きカレーセット
SPICE FACTORY／1,500円（税込）

お店で食べるロースかつカレーorスパイシーチキンカ
レーに、コク旨カレーサービス券2枚と温玉サービス
券1枚、オリジナルトートバックがついてくる、お得
なセットです。【各店先着20名】
●販売期間：10/14～なくなり次第終了

ドリンク回数券 鉄道開業150年記念デザイン
ベックスコーヒーショップ／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。
●販売期間：10/1～なくなり次第終了
ECサイトでの取り扱いあり（9/26～予約受付）
※店舗により販売するデザインが異なります。
※一部取り扱いのない店舗がございます。 ※JR東日本商品化許諾済

餃子
TOKYO豚骨BASE MADE by 一風堂

／1人前5個150円（税込）
一風堂監修の餃子を鉄道開業150年を記念して通常価格1
人前5個250円のところ5個150円にてご提供いたします。
●販売期間：10/1～なくなり次第終了
●販売箇所：赤羽店、大宮店、池袋店、ペリエ海浜幕張店、
北浦和店、大崎店、ペリエ千葉店

おっきな塩むすび
ほんのり屋／1個150円（税込）

鉄道開業150年を記念し、ほんのり屋のお米の美味しさが際
立つシンプルな「塩むすび」を、通常の大きさの150%のサ
イズにした商品を販売します。

URL:https://foods.jr-cross.co.jp/honnoriya/
●販売期間：10/1～11月中旬予定

※画像、イラストは全てイメージです。

鉄道開業150年を祝してちょっとお得にご提供

お得なチケットも特別デザイン！

パンとコーヒーを味わう鉄道開業150年！

鉄道開業150年記念あんぱんケーキ
東京あんぱん豆一豆
エキュート東京店

／1個520円（税込）
鉄道開業150年のロゴをあしらった豆
一豆人気のあんぱんケーキ。北海道十
勝産あんこのボリュームたっぷりで、
インパクトあるお土産になること間違
いなしです。
●販売期間:10/1～11/30

鉄道開業150年SL動輪パン
リトルマーメイド15店舗
／1個216円（税込）

SLの動輪をかたどったパン。ほんのり
甘いブリオッシュ生地に砂糖をまぶし、
チョコレートで仕上げました。
●販売期間：10/1～12/31
●販売箇所：リエール藤沢店、根岸店、
鴨居店、武蔵新城店、蕨店、川口店、
上尾店、駒込店、JR東日本ホテルメッ
ツ赤羽店、高円寺店、武蔵境店、東小
金井店、拝島店、シャポー本八幡店、
蘇我店

左：原宿ブレンド（HOTのみ）／
店内600円・お持ち帰り589円

右：原宿ブレンド豆（100g）／980円
原宿駅 猿田彦珈琲 The Bridge

猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店のオー
プン時に駅社員と開発した原宿駅監修
「原宿ブレンド」を鉄道開業150年を記
念し期間限定で再販します。上品なチョ
コレートフレーバーとなめらかな口当た
りが心地よいブレンドです。
●販売期間:10/1～14（予定）
JR東日本商品化許諾済 価格は全て税込

https://foods.jr-cross.co.jp/honnoriya/
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10月14日は「鉄道の日」！「NewDays 鉄道の日フェア」開催！

今年のNewDays「鉄道の日フェア」は、鉄道開業150年を記念して、
NewDays限定の鉄道グッズ、オリジナル商品の販売や、駅弁の販
売、新幹線輸送を活用した限定商品の販売、鉄道にちなんだ「コ
ト」体験が当たるプレゼントキャンペーンなど、過去最大の規模で
展開！

【実施期間】
2022年10月4日(火)～10月24日（月）

【実施箇所】
NewDays・NewDays KIOSK 全店舗

【特設サイト】
https://nd-tetsudounohi.jp/ (10月4日開設)

①ゼロマイルポスト 350ml
10/4発売 380円(税込)

②ヱビスビール
鉄道150年記念缶 350ml
10/4発売 263円(税込)

③タカラcanチューハイ＜レモン＞350ml 
鉄道開業150年記念デザイン缶
販売中 235円(税込)

④上撰ワンカップ 180ml
(鉄道ラベル)
10/4発売 各255円(税込)

⑤えっ！石炭？チーズです。
10/4発売 500円(税込)

⑥限定EKIつまみ 石炭！？あたりめ
10/4発売 248円(税込)

⑦東日本ミックス果汁280g
10/4発売 150円(税込)

⑧朝の茶事 鉄道開業150年ラベル
10月上旬より順次販売
140円(税込)

【対象飲料2本同時購入で
オリジナル缶バッジプレゼント】

※JR東日本商品化許諾済
※画像はイメージです。

【展開商品一例】

⑩鉄道コレクション 鉄道開業150年エキナカオリジナル
JＲ旅客6社コラボver.
10/4発売 単品:1,540円(税込)

⑨メモリアルトレイン
10/11発売 単品:550円(税込)               

⑪JR鉄道豆本
10/4発売 単品:440円(税込)                         

※②③④⑦⑧⑪ JR東日本商品化許諾済
その他JR東日本商品化許諾申請中

フェア期間中、対象のキリンビバレッジ商品を2本同時購入していただいたお客さまに、

オリジナル缶バッジ(全5種)を先着でプレゼントいたします。

※20,000個限定、各店舗なくなりしだい終了となります。

※中身が見えないパッケージでの配布となるため、柄をお選びいただくことはできません。

※セルフレジでご購入のお客さまは店内スタッフまでお問い合わせください。(レシートを確認させていただく場合がございます)

※4本以上同時購入いただいても缶バッジのお渡しは1つとなります。

https://nd-tetsudounohi.jp/


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」

「いろり庵きらくそば」「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。
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■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

「駅弁屋」「ベックスコーヒーショップ」「TOKYO豚骨BASE MADE by 一風堂」「ほんのり屋」などの他、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。

＜本リリース記載のブランド＞

＜本リリース記載のブランド＞


