
2022年9月29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

●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、運営する｢NewDays｣「NewDays KIOSK」において、10月
14日の「鉄道の日」を盛り上げる「鉄道の日フェア」を10月4日（火）から10月24日
（月）までの期間、開催いたします。

●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朝詰め、しぼり
たての日本酒の販売、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
最大の規模で展開いたします。

店頭ポスターイメージ

鉄道開業150年記念

NewDays「鉄道の日フェア」
10月4日（火）～10月24日（月）

概 要

1  実施期間
2022年10月4日(火)～10月24日（月）

2  実施箇所
NewDays・NewDays KIOSK 全店舗

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

4  主なおすすめ商品
⑴ 鉄道開業150年、通勤電車などをテーマにした

NewDays限定の鉄道グッズ

⑵ 初登場商品も！駅弁風おにぎり・駅弁風サンドイッチ

⑶ 10月14日（金）鉄道の日限定！

過去最大規模のNewDays駅弁祭りを開催！

⑷ 鉄道の日フェア限定のお菓子やお酒を販売

⑸ 10月21日（金）限定！「はこビュン」の新幹線輸送を活用し、

朝詰め、しぼりたての新米新酒をその日のうちにお届けします！

5 期間中に実施するキャンペーン
⑴ 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でご応募いただくと、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を実施。

⑵ 対象のキリンビバレッジ商品を2本同時購入でオリジナル缶バッジを
１つプレゼント！

⑶ キリン一番搾り生ビール缶を購入で39円引きレシートクーポンを抽
選でプレゼント！

JR東日本商品化許諾申請中



鉄道の日フェアおすすめ商品
⑴ NewDays限定鉄道グッズの販売（商品一例）

鉄道開業150年
クリアファイル イラスト集合

10月11日発売 385円

鉄道開業150年のロゴと、明治から現在、未来の車両のイラストをクリア
ファイルにしました。
サイズ：A4
JR東日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
アクリルキーホルダー イラスト集合

10月11日発売 715円

鉄道開業150年のロゴと、明治から現在、未来の車両のイラストをアクリ
ルキーホルダーにしました。
サイズ：横7.4cm×縦3.8cm
JR東日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
クリアファイルセット vol.4

10月11日発売 770円

JR東日本社員が撮影した秘蔵写真を２枚セットのクリアファイルにしまし
た。この商品でしか見られない貴重なショットです。
サイズ:A4
JR東日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
ロゴ缶バッジ＆シールセット

10月4日発売 880円

鉄道開業150年のロゴを缶バッジ＆シールセットにしました。缶バッジは
存在感のある大きさ、シールは用途に合わせて貼れるように様々なサイ
ズがあります。
（C)2022 JR HEGWSK

鉄道開業150年
トレインブロマイド vol.7、vol.8

10月11日発売 各990円

昔懐かしい、駄菓子屋さんにあったブロマイドくじを鉄道ブロマイドで再
現！ブロマイドは全てJR東日本社員が撮影した秘蔵写真です。束ごと
大人買いする嬉しさ、何が出るかわからないワクワク感をお楽しみください。
※各ブロマイド全20種セットでの販売となります。
JR東日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
フォトアルバム

10月11日発売 2,200円

鉄道開業150年トレインブロマイドが収納できるフォトアルバムです。
40枚入ります。
※トレインブロマイドは別売りとなります
JR東日本商品化許諾申請中

表 裏

※価格は全て税込です

表 裏



鉄道開業150年
トランプ

10月11日発売 1,100円

今まで発売したトレインブロマイドの写真の中から厳選した52枚＋
ジョーカーをトランプにしました。裏面は鉄道開業150年ロゴのデザイン
です。
JR東日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
TETSU DOTS. 缶バッジ8個セット

10月11日発売 990円

ピクセルアートで描かれた「TETSU DOTS.」シリーズの缶バッジセットで
す。103系に合わせた統一感のある配色のデザインとなっています。
JR東日本商品化許諾申請中／JR西日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
TETSU DOTS. ミニタオル

10月11日発売 990円

ピクセルアートで描かれた「TETSU DOTS.」シリーズのミニタオルです。
103系が大集合したロゴのデザインと、まるでビデオゲームの一部のような
デザインに胸が弾みます。毎日携帯するミニタオル、これを持っていれば
何でもクリアできそう！
サイズ：20cm×20cm
JR東日本商品化許諾申請中／JR西日本商品化許諾申請中

鉄道開業150年
TETSU DOTS. デザインTシャツ

10月11日発売 3,850円

ピクセルアートで描かれた「TETSU DOTS.」シリーズのTシャツです。
103系が大集合したロゴのデザインに、まるでビデオゲームの一部のような
デザインに心が高鳴ります。パッケージまでも可愛い！！
サイズ：身丈 73cm、身幅 55cm、肩幅 50cm、袖丈 22cm
JR東日本商品化許諾申請中／JR西日本商品化許諾申請中

JR鉄道豆本
10月4日発売 440円

クイズと大百科を掲載した、全ページカラーの豆本です。どこでも眺めて
楽しく学べる！今日からキミも鉄道博士！鉄道クイズ車両編、鉄道クイ
ズ施設編、新幹線大百科、特急列車大百科の全4種です。
※どの種類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です。
JR北海道商品化許諾済／JR東日本商品化許諾済／JR東海承認済／JR西日本商品化許諾済／JR九州承認済

メモリアルトレイン
10月11日発売 550円

日本国有鉄道時代の思い出の電車をデフォルメデザインのトレインフィギ
ュアにしました。国鉄52系電車、国鉄151系電車、国鉄80系電車、
国鉄101系電車,新幹線0系電車の全5種です。
※どの種類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です。
JR東日本商品化許諾済／JR東海承認済／JR西日本商品化許諾済

※画像は全てイメージです。現在許諾申請中の商品は、商品画像が変更になる場合がございます。
※一部商品の取り扱いのない店舗もございます。詳細はホームページをご確認ください。
※NewDaysのほか、GENERAL STORE RAILYARD、TOKYO!!!(トーキョー みっつ)でも販売いたします。
オンラインショップはJRE MALL内「NewDays」「GENERAL STORE RAILYARD」で販売予定です。詳細はHPをご確認ください。

パッケージ

※価格は全て税込です



(2) 駅弁風おにぎりの販売

牛肉どまん中風おにぎり
10月4日発売 300円

新杵屋監修の山形が誇る人気駅弁「牛肉どまん中」風おにぎりです。
山形県産米「どまんなか」を炊き上げ、その上に特製のタレで味付けした
牛そぼろと牛肉煮を合わせた駅弁「牛肉どまん中」をイメージしました。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

チキン弁当風おにぎり
10月4日発売 250円

日本ばし大増監修のロングセラー商品「チキン弁当」風おにぎりです。
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
ました。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：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

金色のひっぱりだこ飯風おにぎり
10月4日発売 280円

淡路屋監修の明石の人気駅弁「ひっぱりだこ飯」風おにぎりです。
穴子、野菜などの具材をたっぷり混ぜ込み、さらに真だこと栗をトッピング
し「金色のひっぱりだこ飯」をイメージしました。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

峠の釜めし風おにぎり
10月18日発売 300円

荻野屋監修の横川の人気駅弁「峠の釜めし」風おにぎりです。
栗、ごぼう、椎茸入りの炊き込みご飯に、鶏肉、椎茸、あんずをゴロっと
トッピング。峠の釜めしを開けた時の楽しい見た目を再現しました。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

いかめし風おにぎり
10月18日発売 280円

阿部商店監修の北海道森町の人気駅弁元祖森名物「いかめし」風の
おにぎりです。イカの旨味とザラメの甘味がきいたイカを、モチモチのご飯で
包み、駅弁のような味わいを再現しました。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

深川めし風おにぎり
10月18日発売 250円

日本ばし大増監修の東京名物「深川めし」風おにぎりです。
江戸甘味噌と生姜であっさり仕上げた「あさりの深川煮」と、香り豊かな
「ごぼうの炒り煮」を、あさり風味ご飯でにぎりました。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

※画像は全てイメージです。※店舗によって取扱いのない商品もございます。

※価格は全て税込です



（２）駅弁風サンドイッチが初登場！

牛肉＆鶏そぼろのピタサンド
10月11日発売 385円

駅弁「牛肉どまん中」で有名な新杵屋監修のピタサンドです。牛肉と鶏
そぼろにコクのあるチーズソース、酸味の効いたピクルス入りのマヨネーズを
トッピングしました。やみつきになる味わいです。
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手

チキン弁当風サンド
10月11日発売 380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
ジしたサンドイッチです。鶏唐揚にナポリタン、たまごサラダを組み合わせま
した。食べ応え抜群です！
販売エリア：首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手

（３）10月14日（金）限定！ 「NewDays駅弁祭り」を開催

10月14日(金)限定で、「NewDays駅弁祭り」を開催し、普段なかなか手に入らない駅弁を
NewDays一部店舗で販売いたします。駅弁を食べながら、旅気分を味わってみてはいかがで
しょうか。（※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、なくなりしだい販売終了となります。）

10月14日の「鉄道の日」当日に「NewDays駅弁祭り」で対象の駅弁を
購入すると、フリーズドライのお味噌汁が1個無料になるレシートクーポンを
プレゼントいたします。
クーポン発行日 ：2022年10月14日（金）
クーポン引換期間：2022年10月14日（金）～10月21日（金）

10月4日（火）から10月31日（月）の期間、駅弁風おにぎり・駅弁
風サンドイッチと、「午後の紅茶 おいしい無糖」「午後の紅茶 おいしい無
糖香るレモン」「生茶」「生茶ほうじ煎茶」のいずれかを同時購入していた
だくと、50円引きいたします。
※税込金額からの値引きとなります。

■商品ラインナップ

セットでお得！対象飲料と同時購入で50円引き

※画像は全てイメージです。※店舗によって取扱いのない商品もございます。

※価格は全て税込です

JR貨物コンテナ弁当
1,500円

新幹線E7系弁当
1,350円

超電動リニアL0系弁当
1,380円

復刻チキン弁当
1,150円

牛肉どまん中
1,350円

廣島上等弁当
1,300円

鶏舞弁当
980円

そば屋の天むす
780円

鉄道開業150年記念
九州巡り旅弁当

1,580円

JR東海承認済



カンデミーナグミ
青春18味

10月11日発売 198円

18種の味わいを1粒に詰め込んだ、
複雑な青春を表現したカンデミーナ
グミです。※18種の果物を原料とし
たフルーツ抽出物を使用
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

（４）「鉄道の日フェア」限定商品を販売

あめとたび
青りんごキャンディ
10月11日発売 138円

青森県産青りんご果汁を使用した、
Suicaのペンギンとのコラボキャンディ
です。はやぶさカラーをイメージし、エ
メラルドグリーンとピンクの飴を組み合
わせた組み飴になっています。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

ヒントミント
東京駅チョコミント

10月11日発売 850円

特別仕様・オールメタリックゴールド
の高級感。東京駅丸の内駅舎
デザインの限定ケースに入ったスタイ
リッシュなタブレット菓子です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北
JR東日本商品化許諾申請済

ヒントミント
SL第１号ペパーミント

10月11日発売 850円

日本鉄道史の始まりである第1号蒸
気機関車。150周年の歴史をデザ
イン、限定ケースに入ったスタイリッシ
ュなタブレット菓子です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北
JR東日本商品化許諾申請済

限定EKIつまみ
石炭！？あたりめ
10月4日発売 248円

石炭！？（いかすみです）。
北海道産のスルメイカの旨味を逃さ
ぬように、皮をつけたままイカスミを隠
し味に使いました。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

えっ！石炭？！
チーズです。

10月4日発売 500円

石炭？！（チーズです）。
黒い見た目の甘辛カリッと焼きチーズ
です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

こばやし
牛たん弁当せんべい
10月4日発売 394円

人気の駅弁「牛たん弁当」の味を
再現したおせんべいです。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

銚子電鉄のぬれ煎餅
赤の濃い口５枚入
特別企画品

10月4日発売 500円

銚子特産醤油の旨みを活かした、
濃い口味の5枚入りです。
NewDays限定デザインカード入り。
買って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

東日本ミックス果汁
280g

10月4日発売 150円

「鉄道開業１５０年」を記念して
東日本産果汁を使用した果汁飲
料です。山形県産のさくらんぼ、新
潟県産のレクチェ、長野県・秋田
県・青森県産のりんご、岩手県産の
山葡萄を使用しています。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北
JR東日本商品化許諾申請済

ヱビスビール
鉄道150年記念缶

350ml
10月4日発売 263円

駅の名になった、街の名になったヱビ
スビールが、鉄道開業 １５０ 年を
お祝いします。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北
JR東日本商品化許諾申請済

上撰ワンカップ 180ml
（鉄道ラベル）
10月4日発売 各255円

数量限定！鉄道開業150年の歴
史を懐かしの夜行列車で振り返る
をコンセプトにした「ワンカップ大関
鉄道ラベル」です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北
JR東日本商品化許諾申請済

ゼロマイルポスト
350ml

10月4日発売 380円

鉄道と関係が深い、「新橋SL広
場」で採った野生酵母をもとに作っ
たビールです。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・
東北

©︎C.S/JR東日本/D

※画像は全てイメージです。※店舗によって取扱いのない商品もございます。

※価格は全て税込です



（５）「はこビュン」を活用し、新幹線輸送で

しぼりたての新米新酒をその日のうちにお届けします！

JR東日本が展開する荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、朝しぼったばかりのお酒を瓶詰めし
て新幹線で高速輸送！その日の午後東京にお届けします。この機会でしか味わえない限定品を、
どうぞご賞味ください。本フェア以降も、はこビュンを活用して、なかなか手に入らない特別なお酒を
多数ご用意いたします。お楽しみに！

青森県 六花酒造
特別純米酒

じょっぱり 100ml
10月4日発売 298円

岩手県 あさ開
あさ開

本醸造 100ml
10月4日発売 298円

山形県 古澤酒造
澤正宗

本醸造 100ml
10月4日発売 298円

秋田県 秋田県醗酵工業
一滴千両

特別純米酒 100ml
10月4日発売 298円

宮城県 中勇酒造店
天上夢幻

特別純米酒 100ml
10月4日発売 298円

福島県 榮川酒造
榮川

特別純米酒 100ml
10月4日発売 298円

長野県 黒澤酒造
井筒長

吟醸酒 100ml
10月4日発売 298円

新潟県 吉乃川
吉乃川

吟醸酒 100ml
10月4日発売 298円

新潟県 吉乃川

朝詰め しぼりたて

純米無濾過生原酒 720ml

2,200円

しぼりたてのフレッシュ感と無濾過ならではの

旨味の詰まった豊かな味わいをお楽しみくだ

さい。

※ラベルデザインは変更となる場合がござい

ます。

実 施 日：10月21日（金）

とき324号（新潟14:14発→東京16:00着）

にて輸送。

販売店舗：NewDaysグランスタ東京北通路

（東京駅丸の内北口改札内）

NewDays新宿南口中央

（新宿駅南口改札内）

のもの秋葉原店

（秋葉原駅中央改札横）

また、新潟駅・燕三条駅・長岡駅での販売も予定して

おります。

※各箇所、数量限定、売り切れ次第終了となります。

販売時間など詳細はHPでご案内いたします。

■販売商品

また、一部店舗において、東日本エリアの有名酒蔵のお酒を、小容量で飲み比べて楽しむことが
できるサイズで展開いたします。年々売上が厳しくなってきている日本酒を、国酒として受け継がれ
てきた伝統を途絶えることなく、多くの方へ届けていきたい、魅力を伝えたいとの想いから、2021年
より展開しております。ぜひ、この機会に繊細で奥深い日本酒をご堪能いただければと思います。

※価格はすべて税込みです。※画像は全てイメージです。



応募方法
キャンペーン期間中にNewDays・NewDays KIOSKで「鉄道の日フェア」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よりご応募ください。

※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）・レジ袋は含まれません。

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。詳しくはHPをご確認ください。

レシートID発行期間 ：2022年10月4日（火）～10月24日（月）

応募締切 ：2022年10月25日（火）

賞品内容 （詳しくはホームページをご確認ください）

キャンペーン情報
（１）鉄道「コト」体験が抽選で当たる！プレゼントキャンペーン

※QRコード®は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「鉄道の日フェア」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でご応募いただくと、豪華な鉄道「コト」体験が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

A賞 3口で応募 4名1室 6組様

【ホテルメトロポリタン さいたま新都心】

お子さま駅員体験ツアー付き宿泊プラン

①2022年12月 2日（金）～ 3日（土）

②2022年12月16日（金）～17日（土）

各日それぞれ3組：合計6組

※1組4名まで(大人は2名まで)

※お子さま参加条件：3歳から12歳(中学生不可)

B賞

D賞C賞

【ホテルメトロポリタン エドモント】
クリスマス鉄道ファミリーイベント

3口で応募 20組80名様

2022年12月26日（月）12時～14時

2口で応募 8組16名様

【JR東日本 大宮支社】

埼京線運転士＆車掌のお仕事体験会

①2023年1月28日（土） ②2023年1月29日（日）

※各日 10時30分～、14時30分～ 1回2組 約2時間

※1名でも可、親子であれば2名1組としてカウント

1口で応募 100組400名様

【鉄道博物館】

ナイトミュージアムへご招待

2023年1月14日（土）17時30分～19時30分（予定）

「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。ご家族などでクリスマスの楽しい

ひとときをお過ごしいただけます。

人気の高い体験展示を貸切で楽しめる！

シミュレータで運転士や車掌の気分を味わえる！

写真提供：鉄道博物館

JR東日本商品化許諾申請中 JR東日本商品化許諾申請中



鉄道開業150年の歴史に感謝（サンキュー）の気持ちを込めて、「キリン
一番搾り生ビール缶」350ml・500mlを購入のお客さまに、NewDaysの
お買い物で使える39円引きのレシートクーポンを抽選で発行します。
※当選されるとレシートにクーポンが印字されます。はずれの場合は印字
されません。

クーポン発行期間：10月4日（火）～10月24日（月）
クーポン使用期間：10月4日（火）～10月31日（月）

※次の商品、サービスはクーポン使用の対象外となります。

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）・

レジ袋

※セルフレジではご利用できません。※他の割引サービスとの併用はできません。

※有効期限が過ぎた場合は無効です。※コピーのクーポンは使用出来ません。

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

（３）「キリン一番搾り生ビール缶」を購入で
39円引きレシートクーポンを抽選でプレゼント！

（２）対象の飲料を2本同時購入するとオリジナル缶バッジをプレゼント

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
缶バッジを１つ、先着でプレゼントいたします。
※20,000個限定（配布数合計）、各店舗なくなり次第終了となります。
※中身が見えないパッケージでの配布となるため、デザイン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）
※1会計で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。

■缶バッジ（全5種）

■対象飲料 生茶ブランドファイア ワンデイ
シリーズ

午後の紅茶ブランド

※画像は全てイメージです。※午後の紅茶・ファイアワンデイ・生茶全商品が対象となります。

JR東日本商品化許諾済

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

