
別紙 

１ オープニングセレモニー 

開催時間：９時 15分～９時 30分

場  所：大宮駅西口イベントスペース 

内  容：主催者挨拶ほか 

２ 各会場でのイベントについて 

   各会場では、ＪＲ東日本大宮支社・さいたま市がそれぞれイベントを企画しています。 

⑴ 車両センター会場（９時 30 分～16時 00 分 ※入場は 15 時 30 分まで）  

ご入場には、事前申し込みが必要です。当日の申し込みはできませんのでご注意ください。事前申

し込み等の詳細に関しては、「５ 車両センター会場の事前申し込みならびに来場方法」をご覧くだ

さい。 

① 車両センター会場の主なイベント 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、過去開催時よりもイベント数を削減

し、密が発生しないように規模を縮小して開催します。 

・特急 E257 系試乗会 

車両センター内の試運転線約 1.7ｋｍを走行します（乗車時間約 15 分、全５回の運転を予定、

事前申込の試乗会付きチケットを申し込まれた方に限ります） 

・メンテナンス車両見学会（ＪＲ東日本大宮支社、ＪＲ貨物関東支社） 

日頃、車両センターで行っているメンテナンス中の車両を見学できます 

・「新幹線変形ロボ シンカリオン」との記念撮影 

・185 系鉄道工芸品の展示や鉄道グッズの販売 

・ＪＲ東日本東京吹奏楽団によるコンサート（全２回を予定） 

場所：車両センター会場内食堂 

・イベント限定のオリジナルクリアファイルを車両センター会場入場者全員にプレゼント 

【これまでの鉄道ふれあいフェアとの変更点】 

鉄道部品や鉄道古物の販売、メンテナンス中の車両以外の車両展示はございません。また、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お弁当の販売や車両センター内での食事は、ご遠慮さ

せていただきます。 

⑵ 東口まちなか会場・大宮駅構内会場 

① 大宮門街（９時 30分～16時 00 分） 

   ・ワークショップ 

    「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ」の手作りキャンドル作りや鉄道デザインのトートバッグ

作りのワークショップを開催します。（有料） 
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   ・鉄道グッズ販売 

    お子さんに大人気の鉄道デザインの靴下「鉄下」をはじめ、鉄道デザインのマスクや文房具な

どのグッズを販売します。 

   ・ミニサイズの SL「D51」と記念撮影 

    今なお愛され続ける SL の代表格 D51 と記念写真が撮れます。 

カメラは各自ご持参ください。 

  ② 大宮駅構内会場（東西連絡通路） 

・こども駅長制服撮影会（10時 00 分～16 時 00 分） 

お子さまを対象に、駅長気分が味わえるこども駅長制服撮影会を開催します。 

カメラは各自ご持参ください。 

   ・鉄道グッズ、駅弁の販売（10時 00 分～17 時 00 分） 

各種鉄道グッズ、駅弁を多数ご用意しております。 

・さいたま市 PR コーナー（９時 30分～16 時 00分） 

さいたま市の各種事業・イベントの PRを行います。 

・鉄道風景写真展（９時 30 分～16時 00 分） 

㈱タムロンによる鉄道風景写真コンテスト（同社主催）の上位受賞作品を展示します。 

⑶ 西口まちなか会場  

① 鐘塚公園イベント（９時 30 分～16時 00 分）  

・出展 

    大宮ナポリタンやさいたまスイーツなど大宮が誇る食の名店によるグルメが集結します。 

市の伝統産業 PR ブースや新幹線沿線地域の物産展、観光 PRブースなども出展します。 

・ステージイベント 

    自他ともに認める鉄道好きのタレントを迎えたトークショーやお笑い芸人のライブショーなど

で会場を盛り上げます。 

② JACK 大宮南側広場イベント（９時 30 分～16時 00 分） 

（一財）さいたま市都市整備公社による記念撮影スポット（E5 系新幹線顔出しパネル）を設置

します。 

  ③ 市営桜木駐車場会場（10時 00 分~16 時 00 分） 

   ・ミニ新幹線乗車体験 

車両センターで製作したミニ新幹線（E5 系）に整列順に 

ご乗車できます。 

   ・お菓子等販売 

    ヌゥ焼き、パウンドケーキ、クッキーなどを販売します。 

３ 大宮の街賑わい活性化企画 アプリでまわるスタンプラリーの実施 

⑴ 実施期間：11月 26 日（土）～12月４日（日） 

⑵ ラリーポイント（予定） 

① 鐘塚公園 

② 大宮門街 

③ JACK 大宮 

④ 大宮駅東口商店街（２か所） 

⑤ 大宮駅西口商店街（２か所） 

※設置場所の詳細は後日、さいたま市のホームページで発表します。 

⑶ スタンプラリーの流れ  

① まずはアプリをダウンロードします。 

ミニ新幹線（E5系）乗車体験



② 期間内に各ラリーポイントを巡り、設置されている QRコードをアプリで読み込むとスタンプが

もらえます。 

※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

③ スタンプを集め、アンケートに答えると集めたスタンプ数に応じて、豪華景品があたる抽選に応

募できます。 

 ⑷ スタンプラリー景品（数量未定） 

  ①鉄道博物館ナイトミュージアムご招待 

  ②大宮総合車両センター見学ツアーご招待 

  ③JR グッズ 

 ※景品の詳細に関してはさいたま市のホームページで発表します。 

※11月26日（土）限定で、先着2,000名様にイベント限定硬券と硬券台紙をプレゼント！ 

    引換場所：車両センター、大宮門街、鐘塚公園 

４ 各種サービスのご案内 

⑴ 硬券ラリー（11 月 26 日（土）～12月４日（日）） 

大宮駅周辺の商業施設や商店街を対象とした硬券ラリーを開催します。 

鉄道ふれあいフェア開催記念キャンペーン参加店舗でお買い物をすると、イベント限定の硬券を

プレゼントします。 

※硬券の配布は無くなり次第終了です。 

⑵ シェアサイクリング無料体験、Ringo Pass を使って会場間をシェアサイクルで移動しよう！ 

当日開催の登録会で Ringo Pass に新規登録すると当日限定でシェアサイクル（Hello Cycling）

が無料でご利用できます。 

Ringo Pass 登録会は大宮駅東西連絡通路で９時 30分~16 時 00 分まで実施しています。なお登録

には、Suica とクレジットカードが必要です。 

５ 車両センター会場の事前申し込みならびに来場方法 

混雑緩和のため、チケット発行枚数を最大 10,000 枚限定とさせていただきます。また、お客さま

の入場時間を９時 30 分、10 時 00 分、10 時 30 分、11 時 00 分の４回に分けてご入場いただきます。 

【事前申し込み方法】 

チケット管理システム「Peatix」アプリ（無料）もしくは「Peatix」公式サイトよりお申し込

みください。 

URL: https://jreomfes2022.peatix.com 

【事前申込期間】 

第１回申込：11月７日（月）10時 00 分～11月 14 日（月）９時 59分 

No. チケット内容 入場可能時間 チケット発行枚数

1 入場券＋試乗会 11：00 の回 ９：30～15：30 

1,000 枚程度 

2 入場券＋試乗会 12：00 の回 10：00～15：30 

3 入場券＋試乗会 13：00 の回 10：30～15：30 

4 入場券＋試乗会 14：00 の回 10：30～15：30 

5 入場券＋試乗会 15：00 の回 10：30～15：30 

6 入場券のみ９：30～ ９：30～15：30 

2,000 枚程度 7 入場券のみ 10：00～ 10：00～15：30 

8 入場券のみ 10：30～ 10：30～15：30 



第２回申込：11月 16 日（水）10時 00分～11 月 24 日（木）９時 59分 

No. チケット内容 入場可能時間 チケット枚数 

9 入場券のみ 10：00～ 10：00～15：30 

7,000 枚程度 10 入場券のみ 10：30～ 10：30～15：30 

11 入場券のみ 11：00～ 11：00～15：30 

【来場方法】 

チケット管理システム「Peatix」アプリをご利用の場合、チケットは「Peatix」アプリ内に QR

コードが表示されます。当日はアプリ内の QR コード画面を受付時にご提示ください。 

    「Peatix」公式サイトをご利用の場合、Web サイト画面に表示される QR コードチケットを印刷

し受付時にご提示ください。 

※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

６ 注意事項 

⑴ 車両センター会場の事前申込及び来場に関する注意事項 

・チケット申込はいずれも先着順となり抽選ではありませんので、なくなり次第終了となります。 

・お申し込みは専用サイトのみとなります。電話やはがきによるお申し込みはできませんので、ご

注意ください。 

・イベント当日での受付、追加申込はできませんのでご注意ください。 

・１組（１ユーザー）で１種類のチケットのみとし、１枚につき最大５名まで（乳幼児も人数に含

みます。） 

・一人でも多くのお客さまにご参加頂けるように、必要最低限の枚数でのお申し込みにご協力を

お願いします。 

・「Peatix」公式サイト内の注意事項をよくお読み頂きお申し込み及びご来場をお願いします。 

・１組（１ユーザー）で複数名のお申し込みをされた場合も、入場チケット（QR コード）は一枚

しか発行されませんので、イベント当日、申込者全員が揃ってからの一斉入場となります。一度、

入場チケットを受付にて提示され受付が完了されますと、追加での入場はできませんのでご注

意ください。 

・入場時間はチケット毎に入場開始時間を設けております。お時間を守って頂き、分散入場へのご

協力をお願いします。また、入場時間前に車両センター前に並ばれますと混雑の原因にもなりま

すので、入場開始時間になってからのお越しをお願いします。 

・イベント当日の天候や混雑状況により、予定していたイベント内容が中止もしくは変更される

ことがありますので、ご了承ください。 

・車両センター内には、駐車場はございません。JR 東日本各線ほか公共交通機関のご利用にてお

越しください。 

・車両センター周辺の歩道及び道路には、歩行者や自動車が多く往来しております。周辺住民のご

迷惑となるような行為はご遠慮ください。また、車両センター内は多くのお客さまが来場される

ことが予想されますので、小さなお子さまから目を離されないようにお願いします。 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みへのご協力のお願い事項 

・入場時に検温を実施致します。37.5℃以上の発熱、あるいは咳・咽頭痛等の症状がある場合は入

場をお断わりする場合がございます。 

・車両センター会場内ではマスクの着用をお願いします。※乳幼児は除く 

・車両センター会場内では、お弁当等の販売及び食事スペースはございません。お食事のお持ち込

みはご遠慮いただきますようお願い致します。（乳幼児の軽食除く） 

・入場時や各所でのこまめな手指消毒をお願いします。また、各イベント箇所において、係員より

手指消毒をお願いする場合がございます。 

※ 画像・イラストは全てイメージです。   ※ 掲載の内容等は、状況により予告なく中止、変更となる場合があります。


