
 

■プラン１  

「新潟鉄道大感謝祭２０１２」を３会場で開催します   

開催日：１０月２１日（日） 

■プラン２ 

「上越新幹線開業３０周年・長野新幹線開業１５周年記念スタンプラリー」を実施します 

 実施期間：１０月１日（月）～１２月１５日（土） 

■プラン３ 

「上越新幹線開業３０周年記念ラッピングトレイン」を運転します 

■プラン４  

「上越新幹線開業３０周年記念入場券」を発売します 

 発売期間：１１月１７日（土）～１２月１６日（日）※完売次第終了 

■プラン５ 

上越新幹線開業３０周年特別「お先にトクだ値スペシャル」を設定！ 

 利用期間：１１月１日（木）～１１月３０日（金） 

■プラン６ 「上越新幹線開業３０周年記念」団体専用臨時列車」を運転します 

■プラン７ 上越新幹線の駅でのおもてなし企画をお知らせします 

■プラン８ ９月２８日（金）に新潟駅でＥ１系のお見送りをします！  

■プラン９ 上越新幹線３０周年記念「メモリアルグッズ」を新発売！ 
 

※各項目の詳細は２ページ以降でお知らせします。 
※各イベントは都合により内容が変更になる場合があります。 

 

 

 

2012 年 9 月 12 日 

新 潟 支 社 

 

 

 

 
                                                     
 

１９８２年１１月１５日に新潟駅～大宮駅間で開業した上越新幹線は２０１２年１１月１５日で開業３０周
年を迎えます。今回は開業３０周年記念企画の第２弾として、３０周年＋９つの特別企画で「サンキュー
（３９）プラン」と名付け、皆さまへの感謝を込めたイベントなどを実施します。 

新幹線車両の展示会や駅のスタンプラリー、記念入場券の発売を始め、団体専用臨時列車の運
転、記念ラッピング車両の運転など様々な企画を行い一部は、大宮支社、高崎支社、長野支社、「鉄道
の日」北陸信越地方実行委員会、ＪＲ貨物新潟支店と協力し実施いたします。ぜひ、この機会に上越新
幹線の様々な魅力を体験してください。 



      

★開催日：１０月２１日（日）★ 
「鉄道の日」北陸信越地方実行委員会とJR貨物新潟支店と共催し、｢新潟鉄道大感謝祭２０１２｣を３つの会場

で開催します。ぜひこの機会に鉄道の魅力を体験してください。 

なお、各会場へは公共交通機関をご利用ください。 

 
 
 
 
 
  
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・抽選で当選された方には、新潟駅から新潟新幹線車両センターまで新幹線で送迎します。 
※詳細は次のページでお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催時間：１０：００～１７：００ 

■会場：新潟駅南口広場 

■主な内容 

・民鉄９社ＰＲブース、チャリティー販売コーナー（ＪＲ貨物、しなの鉄道、 

長野電鉄、アルピコ交通（松本電鉄）、北越急行、えちごトキめき鉄道、 

黒部峡谷鉄道、立山黒部貫光、関西電力） 

・ステージイベント  ・ミニ電車の運転   

・新潟県警音楽隊の演奏、ＧＡＬＡ湯沢ブース、こども縁日、エコタンブラープレゼント（ＣｏＣｏＬｏ新潟） 

■開催時間：１０：００～１５：００ （入場は１４：３０まで） 

■会場：新潟新幹線車両センター（大形駅から徒歩約 15 分） 

※イベントの詳細は次のページ 

■開催時間：１０：００～１５：００  

■会場：東新潟機関区（東新潟駅から徒歩約 15 分）  
■主な内容 

・機関車集合【ＥＨ200（ブルーサンダー）、ＥＦ510（レッドサンダー）、ＤＥ10、ＥＦ81】 

・体験乗車 ･鉄道グッズ販売 ・車両部品販売 

・チャリティーバザー ・Ｎゲージ（貨物列車） 

●新潟新幹線車両センター～東新潟機関区までのアクセス 

・１０：３０～１４：３０までの間「無料シャトルバス」を運転（約２０分～３０分間隔） 

東北新幹線の「はやぶさ」の車両(E５系)や 

検測用車両の「East-i」（S51）が来ます！ 

●新潟駅～新潟新幹線車両センターへのアクセス 

・白新線大形駅まで列車で約１０分 大形駅から新潟新幹線車両センターまで徒歩約１５分 

※イベント内容は都合により変更になる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ１系 ２００系 

Ｅ４系 Ｅ３系（つばさ・こまちなど） 

Ｓ５１ (Ｅａｓｔ－i)検測車 Ｅ５系（はやぶさ・はやてなど） 

Ｅ２系（あさま・はやてなど） 

 

新幹線ご利用感謝祭２０１２（新潟新幹線車両センター）イベント概要 

今回のイベントに合わせた初めての企画で、「第１９回鉄道の日記念イベント会場（新潟駅南口）」と新潟新幹

線車両センターを直接結ぶ交通アクセスとして、新潟駅・新潟新幹線車両センター間を「新幹線に体験乗車」し

ていただきます。（事前抽選で当選された方、５００名を送迎いたします（無料）） 

普段、営業運転しない洗浄線を走る新幹線をお楽しみください。 

 

■応募方法：はがきによる一般公募 

郵便番号、住所、代表者氏名、応募人数（最大４名さままで可）、連絡先電話番号を明記 

■申込先：〒950-0086 新潟市中央区花園 1-1-1 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本企画新潟支店  体験乗車事務局宛て

■応募期間：２０１２年９月１３日（木）～２７日（木）当日消印有効 

■当選通知方法：当選者には、「当選はがき」の発送をもちまして当選発表とさせていただきます 

            「当選はがき」は、１０月３日（水）頃に発送予定 

■その他：１０月２１日（日）の当日、「当選はがき」をお持ちいただいた方のみご乗車できます 

新潟駅～新潟新幹線車両センター間を新幹線で送迎します（「新幹線体験乗車」事前抽選有） 



  
 
 
 
 
 
 

◆実施期間 

２０１２年１０月１日（月）～１２月１５日（土） 

◆スタンプラリーの内容 

大宮支社エリア、高崎支社エリア、新潟支社エリア 

長野支社エリアの４エリアのスタンプを集めて事務局に 

郵送でご応募いただくとスタンプ収集レベルにあわせて 

抽選で賞品をプレゼントします。  

 ・レベル１  ２エリア２個のスタンプを集めたお客さま 

 ・レベル２  ３エリア３個のスタンプを集めたお客さま 

 ・レベル３  ４エリア４個のスタンプを集めたお客さま 

※スタンプラリーの専用台紙はスタンプ設置箇所の他、 

 東京エリアの一部の駅にご用意いたします。  

◆賞品 

  各エリアの鉄道グッズなどが抽選で３００名さまに当たります 

  ・賞品を選ぶことはできません 

  ・当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます 

◆スタンプの設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

・駅のスタンプは改札内に設置しています 

・駅や各施設の営業時間内に押印してください 

・列車にご乗車されない場合、スタンプの押印には入場券をお買い求めください 

◆応募方法 

 スタンプラリー専用台紙に規定のスタンプを押印し、切手を貼ってご応募ください 

※詳細はスタンプラリー専用台紙をご覧ください 

 

（イメージ）

今年の秋、上越新幹線開業３０周年、長野新幹線開業１５周年を記念して、沿線の大宮支社・高崎

支社・長野支社と共同でスタンプラリーを実施します。 

この機会に新幹線に乗ってスタンプを集め、素敵な景品をゲットしてください。 

越後湯沢駅、浦佐駅、長岡駅、燕三条駅、新潟駅

ＳＬばんえつ物語車内、きらきらうえつ車内、新津鉄道資料館

新津車両製作所（１０月１３日一般公開時のみ）

高崎支社エリア 熊谷駅、本庄早稲田駅、高崎駅、上毛高原駅、安中榛名駅

大宮支社エリア 大宮駅、鉄道博物館

 長野支社エリア　 軽井沢駅、佐久平駅、上田駅、長野駅、リゾートビューふるさと車内

新潟支社エリア

【ＳＬばんえつ物語】 【きらきらうえつ】 【リゾートビューふるさと】 【鉄道博物館】 

 

【スタンプラリー専用台紙（イメージ）】 



 
 
 
 
 

朱鷺のラッピングを掲出しているＥ１系新幹線の営業終了に 

伴い、その代わりとして上越新幹線｢Ｍａｘとき｣「Ｍａx たにがわ」 

で活躍しているＥ４系車両（オール２階建て８両編成）１編成に 

朱鷺が羽ばたく姿をラッピングします。 

この機会に佐渡へのご旅行はいかがですか。 

【実施期間】 ２０１２年１１月初旬～当分の間 

【運用区間】 上越新幹線（新潟～東京間） 

 

また、東北新幹線のＥ２系、山形新幹線のＥ３系などに続いて上越新幹線Ｅ４系車両４編成に 

「ご当地ラッピング」を装飾する準備を進めています。 

新潟の食、そしてスキーや温泉など新潟県にゆかりのあるものをＳｕｉｃａペンギンとともにラッピング

します。見て楽しい、乗って嬉しい上越新幹線の登場については、後日お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越新幹線Ｅ４系に朱鷺が羽ばたきます 

（イメージ） 

東北新幹線で運行しているＥ２系ご当地ラッピングのイメージ 



 

 

開業当時の運転区間（新潟駅～大宮駅）１０駅の記念入場券をセットにして、大宮支社・高崎支社と共同で

限定 5,000 セットを発売します。（記念台紙付） 

ぜひ、上越新幹線開業３０周年の記念としてお買い求めください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

３０年間のご愛顧に感謝をこめて、インターネット予約だけの割引きっぷ「お先にトクだ値スペシャル」を設定し

ます。期間限定、列車・区間・席数限定で上越新幹線が５０％ＯＦＦ！ 

 ぜひこの機会に、新幹線でおトクにお出かけください。 

【利用期間】 ２０１２年１１月１日（木）～１１月３０日（金） 

【発売期間】 乗車日の 1 ヶ月前午前１０時～１３日前午前１時４０分まで 

【割 引 率】 運賃と料金（普通車指定席）が５０％割引 

【設定列車】 

 

 

 

 

 

【申込方法】 

 

 

 

 

イメージ 

●発 売 期 間  11 月 17 日（土）～12 月 16 日（日）完売次第終了 
 

●発売開始時刻  11 月 17 日（土）  9:00～ 
             ※長岡駅での発売については、11/17(土) 9:00 からと 11/25(日) 10:00 

                          よりアオーレ長岡特設ブースでの２回の発売となります。 

●発売金額     １セット 1,390 円   ※お一人さま５セットまで 
 

●発 売 箇 所  新潟駅、燕三条駅、長岡駅、浦佐駅、越後湯沢駅 

             上毛高原駅、高崎駅、本庄早稲田駅、熊谷駅、大宮駅 
 

●商 品 内 容  上越新幹線（新潟駅～大宮駅）10 駅の大人入場券（Ａ型硬券） 

各１枚⇒計 10 枚をセットにして、記念台紙付きで発売します。 

                 ５，０００セット限定での発売です。 
 

●券面・記念台紙  後日、新潟支社ホームページにて発表 

（イメージ） 

列車名（上り） 新潟駅発車時刻 列車名（下り） 東京駅発車時刻

とき３０６号 　７：１１ とき３０５号 　７：０８

とき３０８号 　７：４４ Ｍａｘとき３０９号 　８：２４

Ｍａｘとき３２２号 １１：１１ とき３２３号 １２：３２

Ｍａｘとき３３４号 １５：４８ とき３３１号 １５：３２

とき３４６号 １８：３９ Ｍａｘとき３４３号 １８：５２

Ｍａｘとき３５０号 ２０：１９ Ｍａｘとき３４９号 ２０：２４

（イメージ） 

ＳＴＥＰ１ 

えきねっとサイトで 

ＳＴＥＰ２ 

「お先にトクだ値スペシャル」を申込む 
パソコン・ケータイ・スマホから 

ＳＴＥＰ３ 

きっぷを受取る 

駅の指定席券売機で 

会員登録（無料） 

詳しくは、えきねっとホームページ（http://jreast.eki-net.com/tokudane/）をご覧ください。 



列車名 新潟駅発 燕三条駅発 長岡駅発 浦佐駅発 越後湯沢駅発 大宮駅着 上野駅着 東京駅着

上越新幹線開業30周年号 9:27 9:40 9:51 10:05 10:19 11:22 11:42 11:48

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

東北新幹線で主に「はやぶさ」「はやて」として活躍している最新鋭のＥ５系を、上越新幹線で初め

て営業運転として使用し、新潟～東京間で団体専用臨時列車の「上越新幹線開業 30 周年号」を

運転します。また、新潟駅では記念の出発式を行います。 

最新鋭の新幹線車両の乗り心地をお楽しみください。 

【運転日】  ２０１２年１１月１７日（土） 

【使用車両】 Ｅ５系１０両編成 

【運転時刻】 ※時刻は予定です。変更になる場合がございますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上越新幹線開業３０周年号では駅ビルＣｏＣｏＬｏからのプレゼントを予定しています。詳細は 

後日 ㈱トッキーのホームページでお知らせいたします。（「ＣｏＣｏＬｏ」で検索してください。） 

 

 

 

「上越新幹線開業３０周年号」の運行を記念して新潟駅で出発式を行います。 

 

１．開催日時  ２０１２年１１月１７日（土）９：００～９：３０ 

２．開催場所  新潟駅 13.14 番線ホーム 東京寄り 

３．式 次 第  ９：０２  開式 

          ９：０３  臨時列車入線 

          ９：０４  主催者挨拶 

          ９：０７  来賓紹介 

          ９：０８  来賓挨拶 

          ９：２１  花束贈呈  

          ９：２３  くす球開花 

          ９：２７  出発合図により発車 

※ 式典の内容は変更になることがあります 

 

「上越新幹線開業３０周年号」を運転します 

往路に「上越新幹線開業 30 周年号」を利用し、復路は 5 本の上越新幹線の限定列車の中からお選

びいただけるこの日限りの TYO 商品（日帰りコース、宿泊コース）を設定します。 

■出発日     11 月 17 日（土） 

■商品内容    往復の新幹線＋ホテル（宿泊コース）・日帰り施設（日帰りコース） 

■最少催行人員 ２名（添乗員は同行しません） 

■発売箇所    新潟支社内のびゅうプラザ 

【Ｅ５系（イメージ）】 

１１月１７日にＥ５系を使用した新潟発の「上越新幹線開業３０周年号」を１０月２７日には初代Ｍａｘ

のＥ１系を使用した新潟発の「ありがとうＭａｘあさひ号」を運転し、それぞれにお得なＴＹＯ商品を設

定します。（いずれも旅行商品専用の団体専用臨時列車です） 

この開業３０周年を記念して１０月１０日～１１月１６日の間、往復列車限定のお得なスペシャル 

ＴＹＯ商品を設定いたします。この秋はスペシャルＴＹＯでおトクに首都圏へご旅行ください。 

また、２００系を使用した大宮発の｢とき３９５号上越新幹線開業３０周年記念号｣を１１月１７日に運

転いたします。 

「上越新幹線開業３０周年号」の出発式を行います 



 

今年９月２８日に定期列車で営業運転を終了する２階建て新幹線初代ＭａｘのＥ１系を使用し、新

潟～東京間で団体専用臨時列車の「ありがとうＭａｘあさひ号」を運転します。 

【運転日】  ２０１２年１０月２７日（土） 

【使用車両】 Ｅ１系１２両編成 

【運転時刻】※時刻は予定です。変更になる場合がございますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
往復列車限定のお得なスペシャルＴＹＯ商品を設定します。 

【設定期間】 ２０１２年１０月１０日（水）～１１月１６日（金） ※１０月２７日（土）は除外日 

【商品内容】 往復列車限定（往路 6 本、復路 5 本）でお得なＴＹＯ。 

・ 宿泊コース 往復の新幹線＋ホテルメトロポリタンエドモント等、都内のホテル計８コース 

・ 日帰りコース 往復の新幹線＋鉄道博物館等、計４コース 

 

 

 
 

 
【発売開始（共通）】 ２０１２年９月中旬予定 ※商品の詳細は店頭のパンフレットをご覧下さい。 

 

 

開業当初色の２００系新幹線を使用した「とき３９５号上越新幹線 

開業３０周年記念号」を大宮～新潟で運転します。 

また、大宮駅では出発セレモニーを開催いたします。 

【運転日】  ２０１２年１１月１７日（土） 

【使用車両】 ２００系１０両編成（開業当初色） 

【運転時刻】 ※時刻は予定です。変更になる場合がございますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に東京発（9：32）→新潟（11：36 着）の「さようならＥ１ Ｍａｘ」号を運転します。（団体専用臨時列車） 

大宮発「とき３９５号上越新幹線開業３０周年記念号」を運転します 

列車名 大宮発 熊谷発 高崎発 上毛高原発 越後湯沢発 浦佐発 長岡発 燕三条発 新潟着
とき３９５号上越新幹線開業３０周年記念号 9:58 10:12 10:28 10:45 11:00 11:12 11:26 11:36 11:49

○大宮発「とき３９５号上越新幹線開業３０周年記念号｣のヘッドマークを募集いたします。 

・募集期間 ９月１２日(水)～３０日(日) 当日消印有効 

・応募作品は円形で開業３０周年を広くアピールできるものとし、未発表でオリジナル作品のもの 

・お一人様何点でも応募可能 

・応募方法 専用の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、封書にて応募 

・応募先   〒114‐8799 郵便事業株式会社 王子支局留 

 ｢上越新幹線開業 30 周年記念号｣ヘッドマーク事務局 

詳しくは、新潟・大宮・高崎支社管内の主な駅に設置予定の専用パンフレット又は 

ＪＲ東日本ＨＰ新幹線ＹＥＡＲ２０１２ http://www.shinkansen-year2012.com を 

ご覧ください 

上越新幹線開業３０周年記念スペシャルＴＹＯ【期間設定コース】  

例えば、 
10/14 ご出発 
ホテルメトロポリタンエドモントイーストウィングに 
ご宿泊(食事なし)1 泊 2 日 4 名様 1 部屋ご利用の場合、 
新潟駅出発大人お一人様１５，８００円！ 

往路に「ありがとう Max あさひ号」を利用し、復路は５本の上越新幹線の限定列車の中からお選び
いただけるこの日限りのお得な TYO 商品（日帰りコース、宿泊コース）を設定します。 
■出発日     10 月 27 日（土） 
■商品内容    往復の新幹線＋ホテル（宿泊コース）・日帰り施設（日帰りコース） 
■最少催行人員 2 名（添乗員は同行しません） 
■発売箇所    新潟支社内のびゅうプラザ 

列車名 新潟発 燕三条駅発 長岡駅発 浦佐駅発 越後湯沢駅発 大宮駅着 上野駅着 東京駅着

ありがとうMaxあさひ号 7:02 7:15 7:26 7:40 7:53 8:54 9:14 9:20

「ありがとう Max あさひ号」を運転します

イメージ 



 

 

 

 
 
◎燕三条駅 
◆ＪＲ燕三条駅見学ツアー＆蒔絵体験教室 
  普段見ることが出来ない燕三条駅のバックヤードを見学、駅長さんとの記念撮影、通過する新幹線

の見学を行います。 
  また、燕三条Ｗｉｎｇでは新幹線をモチーフにした蒔絵体験を行います  

【実施日時】 ２０１２年１１月１１日（日） １０：００～１２：００ 
【実施人員】 小学１年～３年の親子７組又は１４人 
【 参 加 費 】 １，４００円～ 
【問合せ先】 燕三条駅観光物産センター「燕三条Ｗｉｎｇ」  

電話０２５６－３４－７３１０ 
※申し込みは１０月１日（月） ９：００からお電話での受付となります 

◆開業当初色の２００系新幹線がやってくる 
【実施日時】 ２０１２年１１月２３日（金・祝） １０：００～１４：００（予定） 
【実施場所】 燕三条駅新幹線ホーム 

※詳細は後日お知らせいたします。 
 
◎長岡駅 
◆タイムカプセル２０１２号オープニング 
 タイプカプセルと中に納められていた品物を一般公開します 
 また、上越新幹線開業３０周年記念入場券の販売を行います 

【実施日時】 ２０１２年１１月２５日（日） １０：００～１５：００ 
【実施場所】 アオーレ長岡 
 

◆上越新幹線開業３０周年記念ＣｏＣｏＬｏエコタンブラープレゼント 
  【実 施 日】 ２０１２年１１月２５日（日）  

【実施場所】 ＣｏＣｏＬｏ長岡 （時間およびプレゼント方法は後日「ＣｏＣｏＬｏ」ホームページで公表します） 
 
◎越後湯沢駅 
◆臨時新幹線を「雪おろし太鼓」でのおもてなし 
 当日運転する臨時新幹線の発車を「雪おろし太鼓」でお見送りします 

【 実 施 日 】 ２０１２年１１月１７日（土）  
【実施時間】 １０：１９ 上越新幹線３０周年号（上り・団体専用臨時列車） 
        １１：００ とき３９５号 上越新幹線開業３０周年記念号（下り・臨時列車） 

 
 
各駅ビルでも開業３０周年の関連イベントを行います 
 駅ビルＣｏＣｏＬｏでは、SEASONAL FESTA の中で３０周年にちなんだイベントを開催します。 

【開催期間】  
◆ＣｏＣｏＬｏ長岡  10 月 1 日(月)    ～  10 月 8 日(日・祝)  
◆ＣｏＣｏＬｏ湯沢  10 月 8 日(月・祝) ～  10 月 14 日(日) 
◆ＣｏＣｏＬｏ新潟  10 月 15 日(月)   ～  10 月 21 日(日) 
【実施内容】 上越新幹線写真展、新潟駅えきなん産直市（20 日）、鉄道の日イベント(21 日)など 

  ※詳しくはトッキーのホームページにてお知らせします。 【「ＣｏＣｏＬｏ」で検索                】 
 
 
 
 
 
 

【実施箇所】 新潟駅 １３番線ホーム 

【実施日時】 ９月２８日（金） １１：１１発（Ｍａｘとき３２２号） 

【主な内容】 地元保育園児が手作り横断幕でＥ１系の 

最終運行日の勇姿を見送ります。 

 

新潟支社内の新幹線各駅でも地元と協力したイベントを開催します。 

【開業当初色２００系（イメージ）】 

【タイムカプセル（イメージ）】 

※各駅のおもてなし内容は変更になる場合があります 

 



　　　　９月１４日より３０周年記念メモリアルグッズが順次販売開始します！
この秋はぜひ鉄道イベントにお越しいただき、メモリアルグッズをお求めください！

　　　【販売場所】
　① 新潟駅　駅弁屋（東口・乗換口・万代口）
　② 上越新幹線「とき」号 車内販売
　③ 各種鉄道イベントに合わせた臨時売店など(新津車両製作所、新潟新幹線車両センターほか)

　　　【販売時間】　　　各店舗の営業時間、一般公開の時間に行います

　　　【販  売  元】　　　 ㈱日本レストランエンタプライズ　新潟支社・新潟列車営業支店

〉〉　詳しくは日本レストランエンタプライズのホームページへ ＮＲＥ 検索
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