
2022 年９月 16 日 

しなの鉄道株式会社 

 

～2022 年 10 月１日（土）上田駅鉄道 3 社同時開催～ 

『うえだ鉄道まつり 202２』イベント開催のお知らせ 

  

上田駅鉄道事業 3 社（東日本旅客鉄道株式会社、上田電鉄株式会社、しなの鉄道株式会社）

は、10 月 1 日（土）に各社の企画で表記イベントを開催いたします。 

 

しなの鉄道上田駅で実施するイベントの内容は以下のとおりです。 

 

１．10 月 1 日（土）朝 6：30 から記念商品の発売を開始します（上田駅） 

（１）『うえだ鉄道まつり 2022 イベント開催記念入場券』（D 型硬券）／上田駅限定発売 

  ア．発売金額 190 円（税込） ※ 小児券の設定はありません 

  イ．発売数 700 枚限定（10/1 に限りお一人様 3 枚までの購入でお願いします。） 

  ウ．その他 発売は先着順です。事前予約・郵送での購入・券番の指定はできません。

／お支払いは現金のみとなります。／お持ち帰り用の袋のご用意はありません。 

  エ．記念入場券のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）『しなの鉄道開業 25 周年記念入場券セット』 

  ア．発売金額 4,560 円（１セット：税込）※ 小児券セットの設定はありません 

  イ．発売数 50 セット（上田駅初回発売分） 

（３）『しなの鉄道開業 25 周年記念ピンバッジセット』 

  ア．発売金額 1,500 円（１セット：税込） 

  イ．発売数 50 セット（上田駅発売分） 

※ 限定発売のため、在庫無くなり次第発売終了いたします。 

（４） 発売期間  

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで。 

※ 一部限定商品は在庫が無くなり次第発売終了します。 

※（２）、（３）は上田駅の他軽井沢、小諸、戸倉、屋代、豊野の各駅で発売し 

ます。各駅の発売開始時間はしなの鉄道の HP 等でご確認ください。 

 

 

見本 

見本 



２．鉄道４社物販会（参加者限定）を開催します 

時  間  第 1 部 12：30～13：45（ホーム入場開始 12：10） 

第 2 部 14：50～16：00（ホーム入場開始 14：35） 

場  所  しなの鉄道上田駅 2 番線停車車両内（※） 

        ※ 新型車両（SR1 系）2 編成（4 両）の予定です。 

※ 車両運用都合で当日の車両手配ができない場合は、ホーム上等で行います。 

出店予定 上田電鉄株式会社、長野電鉄株式会社、アルピコ交通株式会社、しなの鉄道㈱ 

販売予定 各社グッズ（しなの鉄道は開業 25 周年記念グッズ他） 

参加定員 第 1 部・第 2 部 各 80 名様（合計 160 名様） 

参加資格 物販会参加証（※）をお持ちの方 

※ 当日イベント開催記念入場券を購入されたお客さまに物販会ご参加の希望をお伺

いし、希望された方に物販会参加証をお渡しします。（先着順） 

 

『物販会会場として使用する予定の同型車両（イメージ）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

（１）旧信越線横川・軽井沢間で使用していたレールの計り売り 

  ア．販売場所 しなの鉄道上田駅 1・2 番線ホーム奥 

  イ．販売時間 10：00～16：00（当日用意分が無くなり次第終了となります） 

  ウ．販売価格 2,200 円～（１カット 2,000 円、１ｃｍ200 円） 

  エ．販売形態 １ｃｍ単位で切断しての販売となります。 

※ お持ち帰り可能な範囲でお買い求めください。 

（２）草刈工臨『刈レール号』実装ヘッドマークの販売（入札式） 

  ア．受付場所 しなの鉄道上田駅コンコース 

  イ．受付時間 10：00～12：00 

  ウ．結果発表 14：00 

  エ．入札基準 30,000 円（最低入札価格）～ 

 

４．ご来場のお客さまへのお願い 

（１）前日からの場所取りはできません。ご理解とご協力をお願いいたします。 

（２）新型コロナウイルス感染防止対策として以下のご対応・ご協力をお願いいたします。 

◇発熱のあるときや体調不良のときは来場をお控えください◇マスクをご着用ください 

◇ソーシャルディスタンスの確保をお願いします◇検温・手指消毒実施にご協力ください 

※「うえだ鉄道まつり」は、長野県の「イベント開催における感染防止安全計画等の作成

手引き」により開催します。 

 

５． お問い合わせ（HP https://www.shinanorailway.co.jp/） 

 しなの鉄道お客さまセンター（全日 8：30～17：30） ℡ 0268-21-3470 
※ 上田電鉄株式会社の実施内容については、上田電鉄株式会社のプレスリリース内容をご確認ください。 

※ 東日本旅客鉄道株式会社の実施内容については、JR 上田駅に掲出されるポスター等の告知情報をご確認ください。 

https://www.shinanorailway.co.jp/


④収容定員なし
十分な人と人との間隔（最低１ｍ）

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催

⑤収容定員あり
大声なしのエリア：100％
大声ありのエリア：50％

（※）

⑥収容定員なし
大声なしのエリア：

人と人とが触れ合わない程度の間隔
大声ありのエリア：

十分な人と人との間隔（最低１m）

収容定員（注） 180人（1部につき）。2部入替制のため計360人。

収容率
（上限）

大声なしで開催

✓ ①収容定員あり
１００％

（※）

主催者
所在地

上田市常田１－３－３９

主催者
連絡先

（電話番号） （メールアドレス）

0268-21-3470 cc@shinanorailway.co.jp

開催会場 しなの鉄道上田駅2番線・留置車両内

会場所在地 上田市天神１-１-１

主催者 しなの鉄道株式会社

　出演者・
　チーム等

しなの鉄道㈱・上田電鉄㈱・長野電鉄㈱・アルピコ交通㈱

開催日時
日付 令和４年１０月１日

時間 12時30分～13時45分／14時50分～16時00分（2部入替制）

イベント開催時のチェックリスト
【令和４年９月版】

開催概要

イベント名 うえだ鉄道まつり2022（鉄道4社物販会）

②収容定員なし
人と人とが触れ合わない程度の間隔

大声ありで開催

③収容定員あり
５０％

（※）

参加人数（注） 80人（1部につき）。2部入替制のため計160人。

その他
特記事項

物販会のため大声が発生する機会はない。主催者からの案内等は放送機器を介して行う。

（大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わないことを担保
する具体的な対策を記載してください。）

（※）　大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発する
　　　　こと」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは
　　　　「大声あり」に該当することと整理する。

（注）　収容率（上限）において、③を選択した場合は、「大声あり」と「大声なし」のエリア
       の区分ごとの収容定員・参加人数を記載すること
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大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それ
ぞれにおける、イベント参加者間の適切な距離の確保

✓ 大声なしエリアにおける、大声を防止するための対策の実
施

②エアロゾ
ル感染対策

✓ 機械換気による常時換気又は窓開け換気

✓ 適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】

✓ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけ
るイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

③接触感染
対策

イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、
主催者側によるイベント会場（客席、入退場口やトイレ等
の共用部）の消毒の実施

✓

✓ イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけ
るイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

感染防止策に係るチェック項目

（注）　イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を満たすこ
　　　　とが必要です。

※5,000人超かつ収容率50％超のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策を記載した「感
染防止安全計画」の提出が必要です。

1.イベント参加者の感染対策
　（１）感染経路に応じた感染対策

✓ 適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同じ｡）の正しい
着用の周知・徹底

①飛沫感染
対策

✓ イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけ
るイベント参加者間の適切な距離の確保

（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること」とする。

「大声あり」「大声なし」のエリアを区分して開催する場合、上記対策に加え
て、



上記のチェック項目に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種
において策定されている場合）を遵守します。

⑥感染拡大
防止策

イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起✓

2.出演者やスタッフの感染対策

⑦出演者や
スタッフの
感染対策

出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項
（１）感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要
に応じた検査等の実施

✓

舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフ
から参加者に感染させないための対策の実施✓

④飲食時の
感染対策

前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の
感染対策（食事中以外のマスク着用、飲食に伴いマスクを
外す際の会話自粛等）の徹底の周知

✓

⑤イベント
前の感染対
策

発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ✓

1.イベント参加者の感染対策
　（2）その他の感染対策


