NEWS RELEASE
このニュースは、国土交通記者会、ときわクラブ、TX 沿線の各記者クラブ及び報道各社にリリースします。

平成 29 年 10 月 6 日
首都圏新都市鉄道株式会社

車体更新場初公開＆ステージイベント初開催

｢つくばエクスプレスまつり 2017｣を開催します！！
～11 月 3 日（金・祝）はＴＸ総合基地へ行こう～
つくばエクスプレス(TX)を運営する首都圏新都市鉄道株式会社(代表取締役社長 柚木 浩一、本社：
東京都千代田区）では、ご利用のお客さまや沿線の皆さまに感謝の気持ちを込めて、11 月 3 日(金･祝)、
『つくばエクスプレスまつり 2017』を TX 総合基地（茨城県つくばみらい市筒戸 3500）にて開催いたし
ます。
今年のイベントでは、10 月 2 日（月）より稼動開始となりました車体更新場を初公開いたします。
この車体更新場では、世界最大級の「電動水平引きシャッター」がご覧になれるほか、いま話題のお笑
い芸人や鉄道各社のかわいいキャラクターが登場するステージイベントを初開催いたします。また車体
更新場初公開を記念して『車体更新場初公開記念乗車券』を会場内・数量（合計 4,000 セット）限定で
発売いたします。
今回も車両工場を公開するとともに、毎年ご好評いただいているこども制服による記念撮影や運転台
見学、洗車体験、往路直通列車の乗車体験、タイタンパー体験、保守用車両の展示・実演を行うほか、
電車と綱引きでは、TX 車両 2 編成（1 編成 6 両）を連結した計 12 両と対決します。その他、つくばエ
クスプレスまつり 2017 開催記念弁当の発売、会場からのお帰りに便利な硬券記念乗車券の発売、他の
鉄道事業者のグッズ販売等、盛り沢山のイベントをご用意しております。
また今年もイベント開催キャンペーンとして“ドリンクを買って TX まつりに行こう！キャンペーン”
を実施いたします。このキャンペーンは、対象の TX 駅ナカ・ファミリーマート 9 店舗で指定ドリンク
に「TX 駅名標マグネット」を付けて販売し、同封の引換券 4 枚を集めてつくばエクスプレスまつり 2017
の会場「案内所」へお持ちいただくと、
「シークレット TX 駅名標マグネット」をもれなくプレゼントい
たします。
詳細につきましては、別紙 1、別紙 2 をご覧ください。

初公開の車体更新場
イベントパンフレット（イメージ）

別紙 1
つくばエクスプレスまつり 2017 の概要
1．開催日時： 平成 29 年 11 月 3 日（金･祝）10:00～15:00
※雨天決行。但し、荒天時（台風等）中止。
（中止の場合、TX 全駅にて当日朝 7 時よりお知らせを掲示いたします）
2．開催場所： つくばエクスプレス総合基地（茨城県つくばみらい市筒戸 3500）

3．交通手段：
（1）鉄道（TX）でのご案内
TX 守谷駅から TX まつり会場間で、専用列車を運行します。
【ゆ き】守谷駅発→TX まつり会場行き専用列車を 2 本運行。（事前応募制）
【かえり】TX まつり会場発→守谷行き臨時列車を 2 本運行。
◆専用列車の時刻
【ゆ

き】事前応募制（それぞれ 600 名限定）
専用列車（1 本目） 専用列車（2 本目）
守

谷

TX まつり会場（総合基地）

発

9:56

10:53

着

10:05

11:02

【かえり】乗車制限無し
臨時列車（1 本目） 臨時列車（2 本目）
TX まつり会場（総合基地）
守

谷

発
着

14:03
14:12

14:52
15:01

※PASMO 等の IC カード乗車券は、TX まつり会場でご利用いただけません。

（2）バスでのご案内
TX 守谷駅⇔TX まつり会場間でシャトルバス（無料）を運行。
【ゆ き】
（TX 守谷駅発）
･･･9:55～14:30 の間、随時運行。
【かえり】
（TX まつり会場発）･･･開場～15:15 の間、随時運行。
※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

（3）徒歩でのご案内
TX 守谷駅中央東口より徒歩約 20 分。
4．入 場 料：無料（ただし、現地までの交通費は各自でご負担ください）

5．イベント内容
（1）車体更新場の公開
平成 29 年 10 月 2 日（月）から稼動開始となりました車体更新場を初めて公開いたします。

【車両を移動させるトラバーサー】

【世界最大級の電動水平引きシャッター】

（2）イベントステージ開催
【タイムスケジュール】
10:30
オープニング
鉄道キャラクター登場
【スピーフィ（ＴＸ）、けいきゅん（京急）、のるるん（東急）、
10:40～11:00
えのんくん（江ノ電）、しんちゃん（新京成）、PASMO のロボット（パスモ）
登場】
守谷中学校 吹奏楽部 演奏（第 1 部）
11:10～11:40
鉄道トークショー
12:00～12:45
【ホリプロ所属の岡安章介さん（ななめ 45°）
、久野知美さん、
マネージャーの南田祐介さんによるトークショー】
守谷中学校 吹奏楽部 演奏（第 2 部）
13:00～13:30
お笑いライブ
13:45～14:30
【ワタナベエンターテインメント所属のクールポコ、平野ノラさん、
にしおかすみこさんによるお笑いライブ】
【鉄道トークショー出演者】

岡安章介さん
（ななめ 45°）

久野知美さん

南田裕介さん

【お笑いライブ出演者】

クールポコ
平野ノラさん

にしおかすみこさん

（3）『車体更新場初公開記念乗車券』の発売
車体更新場初公開を記念して『車体更新場初公開記念乗車券』を会場内・数量限定
（1 セット 1,000 円、合計 4,000 セット）で発売いたします。
なお乗車券は当社として初めてのサイズ（縦 60 ㎜×横 150 ㎜）の硬券にて発売いたします。
①発売金額
1 セット 1,000 円
※おひとりさま、3 セットまでのご購入とさせていただきます。
※お支払いは、全額現金のみとさせていただきます。
※発売にあたり、券番号はお選びいただけません。
②発売数
4,000 セット
※なくなり次第、発売終了となります。
③有効期間
平成 29 年 11 月 3 日（金・祝）～平成 30 年 3 月 31 日（土）までの 1 回限り有効。
④有効区間
・秋葉原駅から大人 250 円区間
・八潮駅から大人 250 円区間
・柏の葉キャンパス駅から大人 250 円区間
・研究学園駅から大人 250 円区間
⑤仕様
硬券乗車券 4 枚セット
台紙表紙面は、文字（金色）に金色の箔加工
台紙サイズは、縦 297 ㎜×横 210 ㎜（展開時のサイズは縦 297 ㎜×横 420 ㎜）
乗車券サイズは、縦 60 ㎜×横 150 ㎜
デザインの詳細は下記をご覧ください。
（参考）
表紙イメージ（サイズ 297 ㎜×210 ㎜）

乗車券イメージ（サイズ 60 ㎜×150 ㎜）

見本

見本

見本
見本

見本

秋葉原駅から
おとな 250 円区間

八潮駅から
おとな 250 円区間

柏の葉キャンパス駅から
おとな 250 円区間

研究学園駅から
おとな 250 円区間

（4）運転台見学
（1 組 4 名様まで 150 組様・事前応募制・応募締切 10 月 23 日（月）…別紙 2 参照）
（5）洗車体験
（1 組 4 名様まで合計 500 名様・事前応募制・応募締切 10 月 23 日（月）…別紙 2 参照）
（6）直通列車の乗車体験
（1 組 5 名様まで合計 1,200 名様・事前応募制・応募締切 10 月 23 日（月）･･･別紙 2 参照）
（7）TX スタンプラリー
守谷駅から徒歩で TX まつり会場へご来場されるお客さまを対象として、合計 3 箇所（守谷駅構
内 1 箇所、徒歩ルート 2 箇所）にスタンプを設置し、すべてのスタンプを集めたお客さまにオリジ
ナルエコバック（先着 10,000 名さま）をプレゼントいたします。
（8）技術コーナー
・保守用車両の展示･実演（総合検測車・モーターカー）
・クイズ・パネル展示・軌道自転車の展示など
・ホームドア模型操作体験
（9）タイタンパー体験
こども制服（技術員）をご用意しております。
（10）電車と綱引き（TX 車両 2 編成を連結した計 12 両を引っ張ろう！）
（11）車両工場の公開（車両展示・部品展示・鉄道模型展示）
（12）鉄道部品の販売（※販売品は変更となる場合がございます）
・つり革（白色）を販売
・自動券売機のパネル
オリジナルエコバック（非売品）
・「めいわくだもの」シリーズのポスター（ご利用マナー啓発ポスター）
（13）スピーフィと記念撮影
こども制服（駅係員）をご用意しております。※カメラはご持参ください。
（14）TX&関鉄クイズラリー
（15）すみだ水族館による体験･鑑賞ブースの出展
（16）出展コーナー（沿線自治体、鉄道各社、各事業者によるグッズ等の販売や PR コーナー）
（17）社員食堂一般公開
6. ブース出展者
沿線自治体、鉄道各社、その他事業者等
7.

｢つくばエクスプレスまつり 2017 開催記念弁当」の販売
（「日本レストランエンタプライズ」ブース）
掛け紙には「つくばエクスプレスまつり 2017」の開催を記念したオリジナルデザインが
描かれたお弁当を販売いたします。
商 品 名：つくばエクスプレスまつり 2017 開催記念弁当
数
量：限定（1,000 個）
販売価格：1,000 円（税込み）

8. お客さまアンケート
パンフレットに添付されたお客さまアンケートに必要事項をご記入の上、会場内の「案内所」にご
提出いただいた方には、
「つくばエクスプレスオリジナルボールペン」をプレゼントいたします。
◆「つくばエクスプレスオリジナルボールペン」
ボールペンの側面には、つくばエクスプレスの車体側面の行先表示器
表示をイメージしたデザインが施されております。
※数に限りがあり、無くなり次第終了とさせていただきます。
※写真はイメージです。

9.硬券記念乗車券「つくばエクスプレスまつり 2017 開催記念乗車券」の発売
TX まつり会場から TX 線各駅へお帰りになるお客さま専用の乗車券を、硬券の記念乗車券として、
当日限定で発売いたします。
詳細は、以下のとおりです。
（1）有効期間：平成 29 年 11 月 3 日（金･祝） 当日限り有効
（2）有効区間：TX 守谷駅より TX 線各駅までの片道
（3）発売箇所：つくばエクスプレスまつり会場「臨時改札」
（4）発売金額
区間(主要駅のみ)
つくば
南流山
守

谷

→
北千住
秋葉原

単位：円

大人

小児

500
(520)
450
(470)
700
(720)
800
(830)

250
(260)
230
(240)
350
(360)
400
(420)

見本

※括弧内は現行の 10 円単位運賃
（参考）硬券記念乗車券のデザイン(185mm×90mm)

10.「ドリンクを買って TX まつりに行こう！キャンペーン」の実施
期間中、TX 駅ナカのファミリーマート 9 店舗において、指定のドリンクに「TX 駅名標マグネット
（全 4 種類）
」
（合計 12,000 個限定）を取り付けて販売いたします。さらに同封の引換券 4 枚を集め
て会場内の「案内所」へお持ちいただいた方に、もれなく「シークレット TX 駅名標マグネット」を
プレゼントいたします。
（1）期
間･･･平成 29 年 10 月 7 日（土）～11 月 3 日（金・祝）
（2）対象店舗･･･TX 駅ナカのファミリーマート 9 店舗
TX 秋葉原駅店 TX 北千住駅店 TX 八潮駅店 TX 三郷中央駅店
TX 流山おおたかの森駅店 TX 柏の葉キャンパス駅店
TX 守谷駅店 TX 研究学園駅店 TX つくば駅店
（3）対象商品･･･ファミリーマートコレクション 500ml ペットボトル飲料 4 種類
緑茶、烏龍茶、麦茶、ジャスミン茶
（参考）TX 駅名標マグネット全 4 種類（15 ㎜×76 ㎜）
※付属の引換券を 4 枚集めると、
TX まつり会場でシークレット TX 駅名標マグネットがもらえる
よ！！

北千住駅

三郷中央駅

流山おおたかの森駅

研究学園駅

※各店舗無くなり次第、終了とさせていただきます。

別紙 2
「運転台見学」「洗車体験」「直通列車乗車体験」事前応募方法
運転台見学、洗車体験、会場行き直通列車乗車を事前応募制とさせていただきます。
1. 募集定員
（A）運転台見学

：1 組 4 名様まで 150 組様

（B）洗車体験

：1 組 4 名様まで合計 500 名様

※小学生以下のお子さまと保護者が対象です。

（C）直通列車乗車体験：1 組 5 名様まで合計 1,200 組様
2. 応募方法
郵便往復はがきに、応募する企画名・代表者の郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号と
代表者を除く参加者全員の氏名（フリガナ）
・年齢を記入してください。
●応募先

〒340-0831
埼玉県八潮市南後谷 898-19
「つくばエクスプレスまつり 2017 事前応募係り」

●締 切 平成 29 年 10 月 23 日（月）到着分まで
●発 表 10 月 31 日（火）頃までに当選・落選の返信はがきを発送します。
※抽選結果についての、お電話等のお問い合わせには応じられませんのでご了承下さい。
【往信の表】
62

【返信の裏】

〒340-0831

埼玉県
八潮市南後谷 898-19
「つくばエクスプレス
まつり 2017 事前応募係り」

【返信の表】
62

何も記入しないで
ください。
当落の結果を記入し
ご返信します。

代表者の郵便番号
住所･氏名

【往信の裏】
●応募する企画
(A)運転台見学
(B)洗車体験
(C)直通列車乗車体験
のいずれか
●代表者の住所(郵便番号)
●氏名(フリガナ)
●電話番号
●代表者を除く
●参加者全員(3 名まで)の
●氏名(フリガナ)および
●年齢

※往信・返信共に切手はお客さまのご負担となります。
※応募は 1 組 1 口でお願いします。重複してのご応募は無効とさせていただきます。
※応募いただけるのは、3 つの事前応募の中から 1 つのみとなります。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※（A）運転台見学における見学時間のご希望は承れません。
（10:15～14:45 の間で指定されます）
※（C）直通列車乗車体験における乗車場所(号車)および乗車時間（1 本目・2 本目）はお選びいただけません。
当選されたお客さまへは、返信はがきにて乗車時間および号車をご指定のうえご連絡します。
※車イスのご利用など係員サポートをご希望のお客さまは、応募の際に利用の有無を記入してください。
※応募の際に記入頂く個人情報は、抽選、当選結果の送付、当日の受付確認以外には使用しません。
※消えるボールペンでのご記入は、記載内容の判別ができなくなる恐れがあるためご遠慮ください。

