
【発 売 日】2022年10月4日（火）から順次発売

※画像、イラストは全てイメージです
※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四国承認済、 JR九州承認済、アドベンチャー
ワールド商品化許諾済

2022年9月28日

全国のJRグループ駅ナカ小売り業6社共同企画！

鉄道開業150年 記念商品 第三弾
10月4日（火）から全国 約700箇所で販売

1872年10月14日に日本で最初の鉄道が開業し、2022年で150年を迎えます。これを記念し、全国のＪＲグルー

プ駅ナカ小売り業6社による共同企画として「鉄道開業150年記念限定グッズ」第三弾を10月4日（火）から順次発

売いたします。

各商品には鉄道開業150年の公式ロゴマークやＪＲ6社の車両がデザインされており、まさに鉄道開業150年だか

らこそ実現したメモリアル商品となります。今回は2022年4月より実施してきた6社共同企画の最終回です。

第三弾 商品ラインナップ

J R 北 海 道 フ レ ッ シ ュ キ ヨ ス ク 株 式 会 社
株式会社 JR東日本クロスステーション
東 海 キ ヨ ス ク 株 式 会 社

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット
四 国 キ ヨ ス ク 株 式 会 社
J R 九 州 リ テ ー ル 株 式 会 社

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.
単品1,540円(税込)

BOX:15,400円(税込)
株式会社トミーテックの鉄道車両ディスプレイ
モデル「鉄道コレクション」シリーズに「JＲ
旅客6社コラボver.」が登場。
JＲ6社の車両が1つの商品に集まるのは今回が
初！鉄道開業からの150年を彩ったJＲ6社の各
車両が集結します。
全10種＋シークレット1種で、鉄道コレクショ
ンとして初めて製品化される車両がシークレッ
トを含めて５種類入っています。
※JR北海道エリアでの取扱いはございません

10月4日
発売

日本縦断 鉄シールウエハース
単品:216円(税込)
BOX:6,480円(税込)

10月4日
発売

表面にはＪＲ6社の代表的な車両イラスト、裏面
には各車両の解説が書かれた「鉄シール」！
6社×各5車両の全30種がランダムに封入されて
います。1BOX購入でコンプリートできます。
イラストは全種描き下ろし!さらに背景はメタル
とホログラムの2種仕様です。
※シールサイズ:縦48㎜×横48㎜

※各商品発売の1週間後から各社ECサイトにて一部商品の販売を予定しております。



ＪＲ6社の新旧特急車両の描き下ろしイラストがデ
ザインされたアクリルマグネット。 6社×各2車両
の全12種がランダムに封入されています。
※サイズ:縦78㎜×横53㎜

※画像、イラストは全てイメージです
※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四国承認済、 JR九州承認済、アドベンチャー
ワールド商品化許諾済

クリアファイル2枚セット
（第三弾）

660円（税込）

クリアファイル②
表面にはＪＲ6社の主要な新幹線の一覧、裏面には
全国の代表的な新幹線の路線図をデザインしまし
た。

①の表 ②の表

①の裏 ②の裏

※サイズ：Ａ4サイズ

クリアファイル①
表面にはＪＲ6社の観光列車のマップ、裏面には
1973年から現在までの50年略史を記載した年表を
デザインしました。年表デザインについては、第
一弾・第二弾と続いてきたシリーズの最終回です。

10月11日
発売

10月4日
発売

トレーディングアクリルマグネット
単品:880円(税込)

BOX:10,560(税込)

タオルハンカチ
(最新通勤列車)
660円（税込）

ＪＲ6社で活躍している最新の通勤車両をデザ
インしたタオルハンカチです。
※サイズ:縦240㎜×横240㎜
※素材:表/ポリエステル100%、裏/綿100％

10月4日
発売

アクリルチャーム付き
uni-ball one 6色セット

2,860円（税込）

鮮やかに発色するゲルインクボールペン「uni-
ball one」に、各社の主要車両のチャームがつい
た限定6色セットです。カラーリング・インク色
はＪＲ6社カラーをイメージしており、全国で
3000セット限定発売！台紙内面にはシリアルナ
ンバーが印字されています。

10月4日
発売

※インクの色
北海道 ライムグリーン
東日本 グリーン
東海 オレンジ
西日本 ブルー
四国 ライトブルー
九州 レッド

画像差し替え



トートバッグ
1,870円（税込）

開業黎明期の1号機関車を始めとして150年にわたる鉄道の歴史を感じられる、各年

代に活躍した象徴的な車両が一堂に揃ったポスターを各エリアで掲出いたします。

＜ポスターに登場する車両＞（左から）

・キハ181系

⼤出⼒エンジンを搭載し、本州・四国の⼭岳線区に投入された特急型気動車

・20系客車（ナハネフ22 14）

後に“ブルートレイン”と呼ばれるきっかけとなった⻘い車体が特徴の寝台客車

・C62形蒸気機関車3号機

日本最⼤の旅客⽤蒸気機関車。函館本線「ニセコ」での活躍も⼈気を集めた

・150形蒸気機関車（1号機関車）

1872年日本で最初の鉄道開業に際してイギリスから輸入された蒸気機関車

・101系

国鉄初のカルダン駆動⽅式を採⽤し、国鉄電車の基本となった通勤型電車

・151系

国鉄初の特急型電車。優れた性能と快適性で電車時代を切り拓いた

・0系新幹線

世界初の最⾼速度210km／hでの営業運転を⾏った初代新幹線車両

※画像、イラストは全てイメージです
※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四国承認済

本件プレスリリースは、北海道運輸・航空記者クラブ、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、JR記者クラブ、東商記者クラブ、
⻘灯クラブ、静岡市政記者クラブ、東海交通研究会、四国交通記者クラブ、九州JR記者クラブ、PRTIMES、@pressにお届け
しています。

B6リングノート
880円（税込）

A4クリアファイル
330円（税込）

※サイズ:縦365㎜×横355㎜

ジグソーパズル
2,200円（税込）

10月4日
発売

10月4日
発売

10月11日
発売

※パズルサイズ:縦260㎜×横380㎜ ピース数:300

記念ポスターデザイン商品が登場

10月4日
発売

※記念ポスターデザイン商品はエリアによって取扱商品が異なります。詳細は下記表をご確認ください。

※JR東海エリアでは記念ポスター
デザイン商品のお取扱いはござい
ません。

取扱商品名 JR北海道エリア JR東日本エリア JR西日本エリア JR四国エリア JR九州エリア

B6リングノート ● ● ● ● ●

A4クリアファイル ● ● ● ● ●

トートバッグ ● ● ● ●

ジグソーパズル ● ● ● ●



販売箇所（エリア・ショップブランド）

JR東日本エリア

JR東海エリア

JR四国エリア JR九州エリア

株式会社JR東日本クロスステーション

■ショップブランド

■販売箇所（563店舗）

NewDays 485店舗 NewDays KIOSK 79店舗
RAILYARD ⼤宮店・秋葉原店
TOKYO!!! グランスタ東京店
詳しくは下記の特設ページでご確認ください
URL：https://retail.jr-cross.co.jp/special/railway150_kiosk6

東海キヨスク株式会社

JR九州リテール株式会社四国キヨスク株式会社

■ショップブランド

■販売箇所（15店舗・オンラインショップ）

GRAND KIOSK 7店舗 GIFT KIOSK 2店舗
Bellmart Kiosk 5店舗 PRECIOUS DELI 1店舗
Click！Kiosk（オンラインショップ）

詳しくは東海キヨスクのHPでご確認ください
URL：https://www.kiosk.co.jp/
ECサイト：https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

■ショップブランド

■販売箇所（11店舗）

銘品蔵 11店舗

詳しくはJR九州リテールのHPでご確認ください
URL：https://www.jr-retail.co.jp

■ショップブランド

■販売箇所（23店舗）

Kiosk松⼭銘品館・⾼知銘品館
おみやげどころ 観音寺店
その他 20店舗（JR四国駅内セブン‐イレブン店舗）
詳しくは四国キヨスクのHPでご確認ください
URL：https://www.s-kiosk.jp

※各社の販売店舗数は10月4日時点

JR西日本エリア

株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ金沢

株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ岡山 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ広島

株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ福岡 JR西日本山陰開発株式会社

■ショップブランド

■販売箇所（63店舗）

【販売箇所・商品に関するお問い合わせ先】
＜JR四国エリア＞ 四国キヨスク株式会社 営業部（安部・松田）

電話：087(851)0171 FAX：087(851)0174

アントレマルシェ 9店舗、おみやげ街道 20店舗、おみやげ処 6店舗
おみやげ本舗 1店舗、おみやげ楽市 2店舗
セブン‐イレブンハートイン・セブン‐イレブンキヨスク 25店舗

詳しくはｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄのHPでご確認ください

URL：https://www.dailyservice.co.jp/

JR北海道エリア

JR北海道フレッシュキヨスク株式会社

■ショップブランド

■販売箇所（10店舗）
北海道四季彩館 9店舗・キヨスク札幌ラッチ中店

詳しくはJR北海道フレッシュキヨスクのHPでご確認
ください
URL：https://www.hkiosk.co.jp/

https://retail.jr-cross.co.jp/special/railway150_kiosk6
https://www.kiosk.co.jp/
https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
https://www.jr-retail.co.jp/
https://www.s-kiosk.jp/
https://www.dailyservice.co.jp/
https://www.hkiosk.co.jp/


<JR四国エリア> 四国キヨスク販売予定店舗

※10月4日時点

香川県

セブン‐イレブンKiosk高松銘品館店

セブン‐イレブンKiosk高松駅改札口店

セブン‐イレブンKioskクレメントイン高松店

セブン‐イレブンKiosk坂出駅店

セブン‐イレブンKiosk宇多津駅店

セブン‐イレブンおみやげどころ丸亀店

セブン‐イレブンKiosk多度津駅店

セブン‐イレブンKiosk観音寺駅店

セブン‐イレブンKiosk善通寺駅店

セブン‐イレブンKiosk琴平駅店

おみやげどころ観音寺店

愛媛県

セブン‐イレブンKiosk松山駅店

セブン‐イレブンKiosk八幡浜駅店

セブン‐イレブンKiosk宇和島駅店

セブン‐イレブンKiosk新居浜駅店

セブン‐イレブンKiosk伊予西条駅店

松山銘品館

⾼知県

セブン‐イレブンKiosk高知駅店

セブン‐イレブンKiosk土佐山田駅店

高知銘品館

徳島県

セブン‐イレブンKiosk徳島銘品館店

セブン‐イレブンKiosk阿波池田駅店

セブン‐イレブンKiosk鴨島駅店

※ＪＲ四国エリア内での「アクリルチャーム付きuni-ball one 6色セット」「ジグソーパズル」
の販売は、下記の４店舗のみとなります。

・セブン‐イレブンKiosk⾼松銘品館店
・松⼭銘品館
・⾼知銘品館
・セブン‐イレブンKiosk徳島銘品館店


