2018年9月13日

開催告知、ご取材のご案内（計5枚）

10月14日鉄道の日を機に「鉄道のまち 大宮」が一つに！

「大宮駅 RENKETSU祭」
ここだけでしか見られない対決！大宮駅東口・西口対抗連結 大綱引き大会開催
懐かしの特急ヘッドマークをデザインした、超レアなオリジナル非売品グッズが当たるスタンプラリーも！
開催期間：10月14日（日）～10月28日（日）
JR大宮駅周辺の大型商業施設と鉄道博物館、JR東日本大宮支社で構成する大宮駅RENKETSU祭実行委員会
は、東日本の玄関口「大宮駅」の活性化を目指す連結コラボレーション企画「大宮駅RENKETSU祭」を、
10月14日（日）～10月28日（日）の期間、開催します。

懐かしの季節特急・そよかぜ等、絵入りヘッドマークがデザインされた
超レアなオリジナル非売品グッズが当たる「大宮お買上げスタンプラリー」！
「大宮お買上げスタンプラリー」は、対象9施設にて、期間中レシート1枚（鉄
道博物館では入館者1名）につき、各施設で配布している台紙にスタンプを
押印。3つ以上のスタンプを集めて頂いた先着531名様に、オリジナルヘッド
マーク缶バッチをプレゼント。またスタンプを9つコンプリートした応募者から抽選
で15名様に、ここでしか手に入らない非売品グッズ（ヘッドマークプレート2枚
セット）が当たります。
鉄道ファンに絶大な人気を誇る「そよかぜ」等、大宮駅停車車両の絵入りヘッ
ドマークは、昭和53年10月のダイヤ改正に伴い、特急列車40種で用いられ
るようになり【53・10（ゴーサントオ）】という愛称で鉄道ファンの間で親しまれ、
登場して今年で40周年を迎えます。缶バッチは【53・10（ゴーサントオ）】に
ちなみ、先着531名様へプレゼントいたします。
●実施期間：10月14日(日)～28日（日）

ヘッドマーク缶バッチ
そよかぜ・あさま（非売品）

ヘッドマークプレート2枚セット
（非売品）

因縁の対決再び！必見！大宮駅東口ＶＳ西口、今年の勝敗はどちらに
大宮駅構内にて大綱引き大会を敢行するという驚きのイベント。
今年は、元サッカー日本女子代表監督・佐々木則夫氏をはじめスペシャルゲストの参
戦も決定。さらにパワーアップして10月14日(日)「鉄道の日」に大宮駅構内にて開催
致します。
●実施日時：10月14日(日）12:40～
●場所：大宮駅東西連絡通路

左：佐々木則夫氏
右：昨年の大綱引き大会の様子

【 本件に関するお問合せ先 】
＜一般の方＞

大宮駅RENKETSU祭実行委員会 事務局

Tel.048-647-0111

Fax.048-648-3423

＜報道関係の方＞ 大宮駅RENKETSU祭実行委員会 事務局 佐藤、中島 Tel.048-647-0111

Fax.048-648-3423
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「 大宮駅RENKETSU祭」
オープニングセレモニー ご取材のご案内
2018年10月14日（日）12:00～

JR大宮駅西口イベントスペース

「大宮駅RENKETSU祭」初日、10月14日（日）「鉄道の日」に、連結企業9社の代表およびさいたま市長が
揃ったオープニングセレモニーを開催します。
当日は、大宮駅のマスコットキャラクター「まめお・まめこ」、大宮アルディージャのマスコットキャラクター「アルディ・ミー
ヤ」、FM NACK5のマスコットキャラクター「らじっと」、人気TVアニメ「『新幹線変形ロボ シンカリオン』E5はやぶさ」ら
が応援に駆け付け、大宮にまつわるクイズを出題し、セレモニーを盛り上げます。
つきましては、皆様におかれましてはご多用とは存じますが、ご取材賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。別紙返
信用紙にて10月12日までにご返信下さい。

「大宮駅RENKETSU祭」 オープニングセレモニー 実施概要
 日時：

2018年10月14日（日）12：00～12：15（受付開始 11：40）

 会場：

JR大宮駅西口イベントスペース

 当日スケジュール：
11:40（予定）

大宮駅RENKETSU祭 PRタイム（仮）

12:00

開会～列席者 ご紹介：主催・共催者、ご来賓、ご当地キャラ

12:04

ご挨拶-1：大宮駅長 多胡 彰氏

12:06

ご挨拶-2：株式会社アルシェ 中島 祥雄氏

12:08

ご挨拶-3：さいたま市長 清水 勇人 様

12:10

テープカットセレモニー、フォトセッション（列席者全員）

12:15

閉会

＊12：40～「第2回大宮駅東口・西口対抗連結 大綱引き大会」実施

「大宮駅トレインフェスタ2017 × 大宮RENKETSU祭」 オープニングセレモニー

2

「大宮駅RENKETSU祭」について

1日平均乗降客数50万人を超えるJR大宮駅は、交通の要衝として重要性が増していますが、都市間競争が益々
激しくなる中、差別化を図り、駅と周辺大型商業施設が一体となって駅地区全体を盛り上げていこうというコラボレー
ション企画が、「大宮駅RENKETSU（れんけつ）祭」です。
「大宮駅RENKETSU祭」の始まりは、2014年2月に行ったJR大宮駅周辺大型施設が集まった懇談会です。
懇談会の中で、“鉄道のまち”大宮をさらに活性化するため、各社が力を合わせて来街するお客様にもっと楽しんでい
ただけるような事業を行うべきという意見で一致。その後、さいたま市とJR大宮駅の協力を得て、2014年10月11日
より9日間、大宮史上初めてとなる、JR大宮駅の東西を合わせた商業施設による合同イベント「大宮RENKETSU
祭」を開催しました。
そしてこの秋、第5回「大宮駅RENKETSU祭」を開催する運びとなりました。
5回目となる今回は、初日14日に、昨年駅構内で行われた因縁の東西対決として話題を集めた大綱引き大会や、
鉄道のまち・大宮ならではの、鉄道ファンに絶大な人気を誇る「そよかぜ」等のヘッドマークをオリジナル非売品グッズとす
るスタンプラリーを実施。また、各施設の特徴を生かしたイベントや、特別催事を各所で同時開催し、大宮地区を盛り
上げてまいります。

「大宮駅RENKETSU祭」 概要
イベント名：

「大宮駅RENKETSU祭」

開催期間：

2018年10月14日（日）～10月28日（日）15日間

主催：

大宮駅RENKETSU祭実行委員会

参加企業：

株式会社アルシェ、株式会社そごう・西武 そごう大宮店、
株式会社ダイエー 大宮店、株式会社髙島屋 大宮店、
株式会社東急ハンズ 大宮店、株式会社丸井 大宮マルイ、株式会社ルミネ 大宮店
鉄道博物館、東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社

協力：

さいたま市、大宮アルディージャ、FM NACK5

ご提供可能画像について
リリース内の画像につきまして、9月13日（木）～10月28日（日）まで下記URLよりダウンロードいただけます。
http://ur0.link/LOXp
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各事業所実施イベント 一覧

施設名

開催日
10/14(日)

タイトル

開催内容

第6回アニ玉祭コラボイベント アニ玉祭アルシェステージ

アニ玉祭がアルシェに出張！アニソン、アイドル、コスプレのサブカル祭典！

9/1(土)～10/31(水)

秋のハロウィン限定スペシャルパンケーキ！

幸せのパンケーキアルシェ大宮店では、秋のハロウィン期間限定スペシャルメ
ニュー『かぼちゃのパンケーキ 栗のレーズンバターのせ』が登場！かぼちゃの
クリームソースに栗とラムレーズンを練り込んだホイップバターをのせた、秋を
たっぷり感じられる一品！

10/27(土)

KIDS DANCE CONTEST ARCHE CUP vol.7 最終予選

今年7年目を迎えるアルシェのキッズダンスコンテスト「ARCHE CUP」。11
月のファイナルに向けた最終予選で勝ち残るのはどのチームか？！小中高
生のハイレベルなダンスをお見逃しなく！

10/28(日）

日本一のキッズダンサーを決める日本最大キッズダンスコンテストの埼玉予
ALL JAPAN SUPERKIDS DANCE CONTEST2018 埼玉
選を今年もアルシェで開催！来年1月に開催される決勝出場を賭けた戦
予選
いを是非ご覧あれ！

10/10(水)～10/22(月)

第32回北海道の観光と物産展

北海道の美味しい秋の旬の食が盛りだくさん。その場でお召し上がりいただ
けるイートインコーナーもございます。
場所：7階＝催事場

10/24(水)～12/25(火)

お歳暮ギフトセンター

今年は「お米」をテーマに商品を取りそろえ、お歳暮やギフト以外にもご自身
でもお楽しみいただける商品をご提案いたします。
場所：7階＝催事場

10/12(金)～10/31(水)

第11回タムロン 鉄道風景コンテスト 入賞作品写真展

鉄道風景写真、鉄道のあるスナップ写真など、鉄道とその周辺を入れ込ん
だ写真であれば、風景、スナップ問わず応募可能な写真コンテスト。
鉄道の街大宮（さいたま市）に本社を置くタムロンが主催しています。
場所：3階＝特設会場

ダイエー

10/25(木)～10/28(日)

青森県フェア開催！

青森県の特産、名産商品を豊富に集めたフェア

髙島屋

10/17(水)～10/22(月)

大宮髙島屋開店記念！グルメのための味百選

日本各地の美味が集う、年に一度の祭典。

東急ハンズ

10/14(日)～11/18(日)

キン肉マン～マッスルショップ～ in 東急ハンズ大宮店

「キン肉マン～マッスルショップ～」が期間限定で、東急ハンズ大宮店に登
場！1980年代にブームとなった「キン肉マン」のグッズを多数ご用意します。

10/14(日)～10/28(日)

懐かしのオリジナル「485系電車」クリアファイルをGETしよう！

期間中、エポスカードご提示もしくは新規ご入会頂いたお客様にオリジナル”
485系電車”クリアファイルをプレゼント！

10/14(日)

アニ玉祭に大宮マルイが出店！

マルイが厳選したゲームやアニメで人気の「ペルソナ５」や、人気アニメ「進
撃の巨人」グッズを1日限定販売。

9/18(火)～10/31(水)

LUMINE OMIYA FOOD STYLE～秋の味覚～

「秋の味覚」をテーマに関連した商品を大特集！ハロウィンにちなんだお菓
子も紹介しています。

10/4(木)～11/12(月)

LUMINE OMIYA AUTUMN KNIT COLLECTION

ルミネ大宮店のショップによるニットを軸としたこの秋イチオシのテーマ別スタイ
リングや、秋小物を館内設置のリーフレットでご紹介。

公式ホームページにて
随時お知らせします。

新館がオープンし、イベント盛りだくさん！
ますます楽しい「てっぱく」
※詳細は公式ホームページをご覧ください。

7/5に新館がオープンし、本館のリニューアルもあわせ、5つの展示室、「車
両ステーション」「科学ステーション」「仕事ステーション」「歴史ステーション」
「未来ステーション」が登場。レストランやショップも拡張リニューアル。
10月14日「鉄道の日」に開館11周年を迎えます。

10/14(日)～10/28(日)

駅構内でイベントや物販催事などを実施するほか、期間限定商品も登場します。
※詳細は同日JR東日本大宮支社が発表するプレスリリースをご覧ください。

アルシェ

そごう

マルイ

ルミネ

鉄道博物館

JR東日本
大宮支社
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返信FAX：048-648-3423
オープニングセレモニー 取材申込書
大宮駅RENKETSU祭実行委員会 事務局【(株)アルシェ内】 佐藤、中島 宛

「大宮駅RENKETSU祭」
オープニングセレモニー
2018年10月14日（日）12:00～12:15（受付11:40～）
JR大宮駅西口イベントスペース
イベント当日連絡先：080-6727-7811 ※佐藤携帯
2018年

月

日

貴社名

貴媒体名

代表者のご芳名

名

人数 （技術スタッフ含む）

（会社番号）
代表者のご連絡先
（携帯番号）

ムービー・スチール

ムービー

・

スチール

通信欄
※個別取材、別日取材等のご要望がございましたら、こちらにご記入ください。

※取材を希望される場合は、取材申込書に必要事項をご記入の上、

10月12日（金） 15：00までに、大宮駅RENKETSU祭実行委員会
事務局までご返信ください。
※取材の際は、必ず自社腕章の着用をお願いいたします。
※イベント当日は、11：40までに直接、現地までお越しください。
-- ご記入いただいた情報は個人情報保護法に準拠した管理の下、今イベントの受付のみに使用いたします。--
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