2017 年 3 月 8 日

ＪＲ東日本グループだから出来た

オリジナル鉄道グッズ専門店!!

GENERAL STORE RAILYARD
2017 年 3 月 25 日（土） JR 大宮駅西口コンコース内 OPEN
株式会社ＪＲ東日本リテールネット（本社：東京都新宿区西新宿／代表取締役社長：大和田 徹）は、ＪＲ大宮駅構内に、
鉄道の新たな魅力を発信するショップ「ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＯＲＥ ＲＡＩＬＹＡＲＤ（ジェネラルストアレールヤード）」を展開しま
す。
ＪＲ東日本グループ各社のオリジナル商品や鉄道の廃材を使ったリユース品、復刻品、古物といった鉄道ならではの
アイテムに加え、鉄道模型メーカーのＰＯＰＵＰコーナー、『BEAMS DESIGN』プロデュースのプロダクトをはじめとして、定
期運行を終えた寝台特急『北斗星・カシオペア』をベアブリックにし、数量限定で販売します。また、恵比寿に本店を構え
るスペシャルティコーヒー専門店 猿田彦珈琲が「ＳＬ」からインスパイアし「旅の楽しみとロマン」を表現した『ＳＬブレンド』
をドリップバッグにしました。加えて、さいたま銘菓として地元の方々に親しまれている『彩果の宝石』とコラボレーションし
た当店限定パッケージが登場します。その他にも、当店ならではのブランドコラボ商品や数量限定商品を数多く取り揃え
ております。
移動のために利用する手段としての鉄道だけでなく、プロダクトとしての鉄道や、歴史や技術、文化としての鉄道等、
さまざまな鉄道の魅力や価値を届けていきます。

◆ショップ概要
(1)ショップ名

ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＯＲＥ ＲＡＩＬＹＡＲＤ(ジェネラルストアレールヤード)

(2)場

ＪＲ大宮駅西口コンコース内

所

西口
イベント
スペース

南改札

(3)営業時間

月～金 10：00～21：30

土 9：00～21：30

日・祝 9：00～21：00

北改札

◆商品ラインナップ
実際に使われていた電車のシート・つり革を BEAMS DESIGN がリメイクし、息を吹き返したプロダクトとして登場
5 月下旬頃
発売予定

スケートデッキスツール
86,400 円（税込）～

カスタムヴィンテージチェア
108,000 円（税込）～

リュック（Adult・Kids タイプ）
6,264 円（税込）～

トート（Ｓ・Ｍサイズ）
7,344 円（税込）～

※商品画像は、サンプル品のため実際の商品とは異なる場合もございます。何卒ご了承ください。
※BEAMS DESIGN: ファッションとライフスタイルにまつわる様々なものを提案するセレクトショップ BEAMS から生まれたブランド「BEAMS DESIGN」。
企業間の協業において、あたらしいアイディアを加えたサービスやプロダクトを提供します。

毎年、夏・冬・春に駅構内に掲出される青春 18 きっぷポスターを復刻。
初回は 2001～2002 年・2005～2006 年のポスターに加えはがきやクリアファイルにて発売
【2001～2002 年 夏・冬・春】

【2005～2006 年 夏・冬・春】

B2 ポスター 950 円（税込） クリアファイル 400 円（税込） ポストカードセット 6 種 1,200 円（税込）

寝台特急「北斗星」で使用されていた
『浴衣・アメニティ』を復刻

北斗星浴衣 4,860 円（税込）
アメニティ 2,500 円（税込）

駅員さんが目覚まし時計代わりに使用し
ている『定刻起床装置』

定刻起床装置 98,743 円（税込）

鉄道の歴史が詰まった古物各種

※落札価格による
4/22（土）オークション実施、
後日、店舗 twitter にて情報公開

●円（税込）

THE TOKYO STATION HOTEL
オリジナル商品

フレーバーティー2,300 円（税込）
文豪セット 800 円（税込）
オリジナルノート 1,200 円（税込）

寝台特急「北斗星」車内でも販売されていた、 昔使用されていた『琺瑯製愛称板』を復刻、
昔懐かしの『食堂車のビーフカレー』
『車両所属シール（原寸大）』販売

食堂車のビーフカレー420 円（税込）
北斗星スプーン＆フォークセット 3,000 円（税込）

Ｅ233 系銘板シール 3,024 円（税込）
琺瑯製愛称板 5,000 円（税込）
車両所属シール 1,000 円（税込）

定期運行を終えた寝台特急「北斗星・カシオペア」が
BE@RBRICK になって登場

BEAMS DESIGN とコラボした当店限定ライン
『BEAMS DESIGN meets GENERAL STORE RAILYARD』

各種 2,000 円（税込）
© 2017 MEDICOM TOY

トートバッグ 2,808 円（税込） バンダナ 1,296 円（税込） マグカップ 1,728 円（税込） キャップ 3,780 円（税込）

鉄道雑貨
当店限定オリジナル鉄道雑貨各種

103 系タオルハンカチ 864 円（税込）
駅名クリアファイル 280 円（税込）
ジオラマ線引き 810 円（税込）
トレインぺんてる 162 円（税込）

ヘッドマークハンカチ 712 円（税込）
ヘッドマーク巾着 648 円（税込）～
103 系しおり 734 円（税込）
E233 系テープカッター（3 種） 1,512 円（税込）

リアルモチーフタオル 1,080 円（税込）
記念ピンズセット 1,300 円（税込）

オリジナルイラストグッズ
イラストレーター宮田翔さんが書き下ろした
オリジナル『バッグ、ポーチ』

ポーチ 1,296 円（税込） トートバッグ 2,700 円（税込）
マルシェバッグ 1,728 円（税込）

猿田彦珈琲とコラボレーションした
当店限定ドリップバッグ『SL ブレンド』

ドリップバッグ（5 袋入り）1,080 円（税込）

関東交通印刷
寝台特急「北斗星」の運行開始当時に
使用されていた『食堂車食器』を復刻

ペアコーヒーカップ 7,560 円（税込）

旧国鉄改札鋏を復刻、最後のデットストック
『途中下車印』庫出し

旧国鉄改札鋏 21,600 円（税込）

数量限定 200 個 途中下車印 10,800 円（税込）

さいたま銘菓『彩果の宝石』
当店限定パッケージバージョン

RY-1 彩果の宝石 486 円（税込）

大宮ゆかりの鉄道模型『スワローあかぎ』を
当店限定パッケージ・特製ブックレット・
シリアルナンバーカード入りにて販売

数量限定 300 個

※お 1 人さま 1 点限り
19,872 円（税込）

◆JR30th Anniversary 記念商品
2017 年 4 月 1 日～発売開始

『寝台特急北斗星浴衣リメイク服飾雑貨』

2017 年 4 月 1 日に発足 30 年を迎えるＪＲを記念し、1988 年 3 月 13 日に運行を開始した『寝台特急北斗星の浴衣』
を BEAMS DESIGN がリメイク。日常使いできるアイテムとなって登場します。

エプロン 4,104 円（税込） ハンカチ 1,080 円（税込） ハンカチ 1,080 円（税込）
トートバッグ 3,888 円（税込） 巾着 1,728 円（税込） がまぐち 1,944 円（税込）

※商品デザインはイメージのため、実際の商品とは異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
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貨物承認済

◆OPEN 販促ノベルティ
税込 3,500 円以上お買上げのお客さまへ『GENERAL STORE RAILYARD ロゴ入り General purpose case』プレゼント
※先着 300 名さま（無くなり次第終了とさせていただきます）

◆Statement
RAILYARD とは、車両基地を意味します。
いつも皆さんが乗っている鉄道や電車が
毎日安心、安全に輸送するために部品の修理や製作を行っている、
いわば鉄道の歴史や培われた技術が詰まった場所です。
裏方として日々鉄道を支えるその姿は
皆さんが知る事のない鉄道文化のもう一つの顔といえます。
GENERAL STORE RAILYARD は、この車両基地をモチーフとした、
JR 東日本グループが運営する、鉄道の新しい魅力を発信していくお店です。
歴史がつまった鉄道古物を販売したり、
機能性の高い車両素材をリメイク、リサイクルしたり、
昔あった良いモノを復刻したり。
わたしたちにしかできない、ここにしか無いモノに出会えたり、
なんども通い集めたくなるような鉄道がこの店にはあります。
古いものだけでなく、普段使いできるものや、お土産も取り揃えています。
移動のために利用する手段としての鉄道だけでなく、
プロダクトとしての鉄道や、歴史や技術、文化としての鉄道等、
さまざまな鉄道の魅力や価値を届けていきます。

