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水戸線開業 130 周年記念イベントを開催します！
水戸線は 2019 年 1 月 16 日（水）に開業 130 周年を迎えます。JR 東日本水戸支社では、日頃より
水戸線をご利用いただいているお客さま及び沿線地域の皆さまに感謝の気持ちをこめて、2019 年
1 月 19 日（土）に様々なイベントを開催します。駅や沿線自治体によるご家族で楽しめるイベント
をたくさん企画しておりますので、ぜひお越しください。
また、他にもスタンプラリー等のイベントを開催します。どうぞお楽しみください。

１

イベントの開催
開催期間

開催場所
水戸駅改札前

開催内容等
○プラレール展示、こども駅長制服での記念撮影

コンコース
地域交流センター

主催
水戸駅

鉄道わなげ、どきどきシーソーゲーム等
○地場農産品マルシェを開催

ともべ「Tomoa」
地場農産品

1/19（土）

かさま歴史交流館

笠間の焼栗

笠間市

○笠間の地酒を楽しもう！
地酒の試飲・販売等

井筒屋

笠間の地酒

下館駅構内及び
北口駅前広場
結城駅自由通路
1/12（土）～

小山駅水戸線

2/11（月・祝）

乗換連絡通路

○出発セレモニーの開催、ミニ SL の運行

下館駅

こども駅長制服での記念撮影等
○地元特産品を扱った駅前マルシェを開催

筑西市
インターフラワーデザインズ

サロン・ジャスミン

○鉄道模型展示

結城駅

○水戸線歴史写真の展示（1/12～2/11 開催）

結城市

○水戸線年表の展示、ぬり絵の展示、写真展等

小山駅

○水戸線岩瀬駅から「真壁のひなまつり」会場（下宿）
2/4（月）～
2/11（月・祝）

真壁市街地他

岩瀬駅

へのバス「ヤマザクラ GO」の運賃がクーポン１枚
につき１回無料になります。

桜川市
ヤマザクラ GO

※開催内容については変更となる場合がございますので、予めご了承ください。画像はすべてイメージです。

茨城県マスコットキャラクター

水戸市マスコットキャラクター

笠間特別観光大使

筑西市マスコットキャラクター

ハッスル黄門
水戸駅のイベントに参加予定！

結城市マスコットキャラクター 石匠の見世蔵マスコットキャラクター

まゆげった

いしおさん

下館駅のイベントに参加予定！
協力：水戸線整備促進期成同盟会

２

出発セレモニーの開催

水戸線開業 130 周年記念ロゴマーク

開催日時：2019 年 1 月 19 日（土）11：20 より
開催箇所：下館駅２番線ホーム
対象列車：下館駅 11：30 発 友部行き普通列車

駅社員がデザインしたロゴマークをもとに
制作したヘッドマークを掲出します。
1/19（土）～2/11（月・祝）で運行予定！

３

メッセージカードの募集
これまで水戸線をご利用いただいた皆さまの心温まるエピソードを募集します。メッセージ
カードと投函 BOX を設置します。多くのメッセージをお待ちしています。
募集期間：2018 年 12 月 14 日（金）～2019 年 1 月 19 日（土）
掲出期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2019 年 2 月 11 日（月・祝）
設置箇所：水戸駅、友部駅、下館駅、小山駅
※各駅改札の外に設置してあります。

４

水戸線開業 130 周年記念スタンプラリーの開催
水戸線沿線のスタンプ設置駅で２駅のスタンプを集めたお客さまに、記念ロゴマークのデザイ
ンを使用したオリジナル付箋をプレゼントします。（先着 2,000 名様）
全駅のスタンプを集めたお客さまに、記念ロゴマークとスタンプのデザインを使用したオリジ
ナルステッカーをプレゼントします。（先着 1,300 名様）
開催期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2 月 11 日（月・祝）
スタンプ設置駅：水戸駅、友部駅、笠間駅、下館駅、結城駅、小山駅
※各駅改札の外に設置してあります。

スタンプデザイン：現在走行している E531 系をはじめ、歴代水戸線を走行していた

水戸線開業 130 周年記念
スタンプラリー専用パンフレット

列車をモチーフにしました！

【イメージ】

水戸駅

友部駅

下館駅

笠間駅

結城駅

小山駅

【イメージ】

賞品

オリジナル付箋

オリジナルステッカー

水戸線 130 周年賞（２駅押印）

全駅コンプリート賞（６駅押印）
【イメージ】

引換期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2 月 11 日（月・祝）
引換時間：10：00～20：00
引換箇所：NewDays ミニ水戸 1 号店（改札外）
、NewDays ミニ友部店（改札外）、
NewDays 下館店（改札外）、NewDaysVAL 小山店（改札外）

５

Suica でお買い物キャンペーンの開催
期間中、対象店舗で Suica 等交通系電子マネーを使って 400 円以上（税込）購入し、
「水戸線開
業 130 周年記念スタンプラリー専用パンフレット」を提示したお客さまに、オリジナルコース
ターをプレゼントします。（先着合計 4,000 名様）
開催期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2 月 11 日（月・祝）
景品デザイン６種類（イメージ）

【表 面】

【共

６

通】

【裏面全 6 種類】

【NewDays
ミニ水戸 1 号店】

【NewDays
ミニ友部店】

【ベックス
コーヒー水戸店】

【NewDays
下館店】

【NewDays
【ベックス
VAL 小山店】
コーヒー小山店】

水戸線開業 130 周年記念グッズの販売
水戸線開業 130 周年を記念して、オリジナルグッズを販売します。
販売期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2 月 11 日（月・祝）
販売箇所：NewDays ミニ水戸 1 号店（改札外）
NewDays ミニ水戸 7 号店（改札内）
NewDays ミニ水戸 19 号店（7,8 番線ホーム）
NewDays ミニ友部店（改札外）
NewDays 下館店（改札外）
下敷き
NewDays VAL 小山店（改札外）

キーホルダー
ボールペン

【イメージ】

７

水戸線開業 130 周年記念駅弁の販売
現在販売している「いばらきいいものとりあい弁当」に、水戸線開業 130 周年記念の掛け紙を
使用し、販売します。
販売期間：2019 年 1 月 19 日（土）
販売箇所：水戸駅臨時販売スペース（改札外）
NewDays ミニ水戸 1 号店（改札外）
NewDays ミニ水戸 7 号店（改札内）

８

水戸線沿線土産品の販売

いばらきいいものとりあい弁当

【イメージ】

水戸線の各駅にゆかりのある土産品を販売します。
販売期間：2019 年 1 月 12 日（土）～2 月 11 日（月・祝）
販売箇所：NewDays ミニ水戸 1 号店（改札外）
NewDays ミニ友部店（改札外）
NewDays 下館店（改札外）
しもつけ銘品館サクラミチ（改札外）

すいーとぽてと

【イメージ】

販売商品：すいーとぽてと、きぬのまゆ玉贅沢抹茶等
（※店舗によって販売商品は異なります。
）
９

きぬのまゆ玉贅沢抹茶

その他
詳細は 2018 年 12 月 21 日（金）以降、水戸支社ホームページで掲載します。
【U R L】http://www.jrmito.com/ibaraki/

