
  
 

 

ＪＲ東日本ニュース 
 

2021 年 11 月 30 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

              高 崎 支 社 

 

～高崎「えき」から「まち」に繋がる～ 高崎駅冬のイベント 

「TAKASAKI STATION WINTER」初開催！ 
JRE POINT や地域のおすすめ商品など、素敵なプレゼントがもらえるチャンス！ 

 
 

JR 東日本高崎支社は、高崎駅西口周辺で開催中のイルミネーションイベント「高崎光のページェント 2021」

(主催:高崎光のページェント実行委員会)の一部期間に合わせ、高崎駅にて 2021 年 12 月１日（水）～ 

2022 年 1 月 10 日（月・祝）の期間、「TAKASAKI STATION WINTER」を開催いたします。JR 東日

本グループのオリジナルグッズや地域の素敵なプレゼントが当たる抽選会イベントや、高崎市内でエキトマチケットの

ご利用で JRE POINT が当たるキャンペーンをご用意いたします。今年の冬は、街中を周遊して高崎駅や駅周辺

でのお買い物をお楽しみいただき、本イベントに是非ご参加ください！  

 

１. TAKASAKI STATION クリスマス抽選会 

【日   時】 2021 年 12 月 18 日（土）・19 日（日）各日 10:00～18:00 

【会   場】 高崎駅コンコース時計下付近（新幹線改札口を出て直進） 

【内   容】 以下の対象期間中に①②のいずれかを達成いただくと、抽選会に１回参加できます 

 ＜対象期間＞2021 年 12 月 10 日（金）～2021 年 12 月 19 日（日）  

① 対象店舗で 3,000 円以上(税込)お買い上げ … 会場でレシートをご提示ください  

② 高崎市内のエキトマチケット加盟店(別紙参照)で、エキトマチケットを１枚以上ご使用                    

… 会場で利用画面をご提示ください  

【対象店舗】 高崎モントレー、イーサイト高崎、高崎駅構内 NewDays（全 4 店舗）、銘品館、 

駅弁屋（全 3 店舗）、ベックスコーヒーショップ、 臨時売店（コンコース内）    

【景   品】 A 賞 びゅう商品券 5,000 円分  B 賞 SL グッズ   C 賞 群馬いろはおすすめセット 

D 賞 NewDays おすすめセット    E 賞 衛生グッズ  F 賞 お菓子等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レシートの合算は可、1 枚のレシートでの複数抽選不可 

＜ポスターイメージ＞ ＜会場位置図＞ 



  
 

 

２． TAKASAKI エキトマチケットキャンペーン 

【期   間】 2021 年 12 月１日（水）～2022 年１月 10 日（月・祝） 

【内   容】 対象期間中、対象店舗でエキトマチケットを 1 枚以上ご利用いただいた 

方のうち、抽選で 25 名様に JRE POINT をプレゼント！ 

（エントリー不要） 

【対象店舗】 高崎市内のエキトマチケット加盟店（別紙参照） 

【景   品】 JRE POINT 2,000 ポイント 25 名様  

        ※エキトマチケットのご購入・ご利用には、JRE MALL への会員登録が必要です。 

        ※当選者の発表はポイントの付与をもって代えさせていただきます。 

        ※ポイントは 2022 年５月末日までの期間限定ポイントです。 

        ※ポイントの付与は 2 月上旬頃を予定しています。 

【U  R  L】 https://www.jrepoint.jp/campaign/0060000633  

※12 月 1 日(水)より開設予定 

 

＜参考＞ エキトマチケットについて 

 

エキトマチケットとは、JRE POINT が「貯まる・使える」EC サイト JRE MALL にて 

ご購入いただける電子チケットです(1 枚 500 円)。ご購入されたエキトマチケットは、 

加盟店(地域の飲食・物販店、アクティビティ施設など)にてご利用いただけます。 

 

■特設ページ URL・QR コード 

 https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx 

 

＜参考＞ 高崎光のページェント 2021 について 

 高崎光のページェント 2021 とは、高崎光のページェント実行委員会主催による 

高崎駅西口周辺のイルミネーションイベントです。当社も高崎ターミナルビル㈱と 

協力のうえ、玄関口である高崎駅西口２階入口上部に幻想的な雰囲気のイル 

ミネーションを点灯しております。 

 

■期間：～2022 年１月 10 日（月・祝） 

■特設ページ URL http://takasaki.fm/hikari/ 

※画像は全てイメージです 

 

●新型コロナウイルス感染防止対策について  

・手指消毒用のアルコールを設置し、発熱などの自覚症状があるお客さまの参加はお断りいたします。 

・使用するテーブルや備品類は、定期的にアルコールによる消毒を実施いたします。 

・スタッフはマスクを着用することで感染防止を図ります。 

 

 

 

＜バナーイメージ＞ 

https://www.jrepoint.jp/campaign/0060000633
https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx
http://takasaki.fm/hikari/


  
 

 

【別 紙】 

＜エキトマチケット高崎市内加盟店＞ 

12 月１日時点で９ショップにてご利用いただけます。今後も加盟店は拡大していく予定ですの

で、詳細はエキトマチケット特設ページをご参照ください。 
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そば処 きのえね 

高崎駅から徒歩 5 分。石臼挽き特上

そば粉を使用し、毎日心を込めて打

ったそばと高崎産小麦「きぬの波」

100％の高崎うどんをぜひお召し上

がりください。地元高崎産の舞茸天

ぷらも人気のメニューです。 

フルーツ&ケーキ room's 

女性が一人でも気軽に入れるカフェ

レストランです。特にランチは人気で

約 95％が女性のお客様です。小学生か

らお年寄りまで、幅広いお客さまにご

利用いただいております。 

らーめん酒場 福籠 通町店 

高崎駅から徒歩８分。お酒も楽しめ

るらーめん居酒屋です。おススメは

「さば塩ラーメン」。節の香りが広

がります。細麺、太麺のまぜそばは

唯一無二の人気メニュー。 

【エキトマチケット利用特典】 

ソフトドリンク一杯サービス 

エルフリオ 大手前 
1997年 7月創業。高崎の「元祖オー

プンカフェ」としてイタリアンを中

心に多国籍の料理を提供するカフェ

レストラン。貸し切りパーティーは

もちろん、家族連れやカップルなど、

老若男女問わず幅広い層に人気で

す。 

PIZZERIA BACI 

街中では珍しいイタリアから輸入し

た新窯を使用した本格ナポリピッツ

ァが楽しめるイタリア料理店。ランチ

では 1,000 円～ランチピッツァセッ

トが食べられます。ディナーではビー

ルやワインを飲みながら楽しめます。 

レストランカフェ カーロ 

高崎のイベント、キングオブパスタ

で 2回優勝の高崎パスタを代表する

店舗の一つ。パスタ以外にもディナ

ータイムは地場の野菜、肉等を使用

したアラカルト、アルコール等もご

用意しております。 

上州山賊麺 大大坊 
群馬県産の素材にこだわった鶏と野

菜をふんだんに使用したスープ。麺

も群馬県産小麦 100％の自家製麺。化

学調味料不使用で毎日安心して食べ

られる心にも身体にも優しいラーメ

ンです。 

【エキトマチケット利用特典】 

Aセットをエキトマ 2枚でご注文の

方に、チャーシュー1枚サービス 

はるカレー 
「手作りにこだわって美味しいカレ

ーを届けたい」という思いから 2014

年春にはるカレーが誕生しました。父

と娘の二人三脚で自宅の一階を改装

し、カレーのテイクアウト専門店とし

て営業しています。 

【12月１日より加盟】 

群馬の台所 

高崎駅イーサイト 2階のお店です。

秘伝のダシで炊き上げた自家精米の

コシヒカリの上に、色彩豊かな 9種

類の具材をのせた「峠の釜めし」を

はじめ、群馬の食材を利用した各種

創作料理をお楽しみいただけます。 

【12月１日より加盟】 

https://www.jreastmall.com/shop/pages/ekitoma.aspx

