
   

 

２ ０ １ ８ 年 ９ 月 １ ９ 日  

東日本旅客鉄道株式会社 

                                 東 京 支 社 

 

FUN!TOKYO!～ココロも動かせ!山手線～ 

発見！山手線の魅力 「ぐるり山手線シールラリー」 開催について 
 

 JR 東日本東京支社では、２０１４年より「検索より、探索。」をキャッチフレーズに山手線周辺エリアのま

ちあるきの魅力を紹介する「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」を展開しており、この秋、「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！～ココロも

動かせ！山手線～」キャンペーンとして、発見！山手線の魅力「ぐるり山手線シールラリー」を開催いたし

ます。 

期間中は山手線エリアで鉄道を楽しむためのイベントや「駅からハイキング」など、まちあるきイベントが

盛りだくさん！イベントへの参加や、エキナカ・エキソトにある対象店舗にてご購入のたびにラリーのシー

ルをお渡しします。シールを５枚集めると先着７,０００名さまに「山手線オリジナルペットボトルカバー」をプ

レゼント。更に追加で２枚、合計７枚集めると抽選で山手線オリジナルグッズ、エキナカの飲食店で使える

回数券、鉄道博物館のナイトミュージアムへのご招待など素敵なプレゼントが当たるチャンスも。この秋、

山手線エリアの魅力を発掘してみませんか。未知なる山手線を、探しに行こう。 

 

１ キャンペーン名 

  ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！～ココロも動かせ！山手線～ 発見！山手線の魅力「ぐるり山手線シールラリー」 
 

ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！とは・・・ 
足を延ばせば、まだまだ気づかない魅力がごろごろ 

している東京。そんな東京をもっと楽しんでほしいか 

ら、JR 東日本は良質なまちあるき情報を続々お届 

けしていきます。 

 

 

２ シールラリー実施期間 

  ２０１８年１０月１日（月）〜１２月７日（金） 

 
                             

３ 内容 

⑴  シールラリー参加方法 

山手線エリアのイベントや駅の店舗で対象商品を購入した際にシールをお渡しします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ≪キャンペーンポスター≫ 

  

《ロゴマーク》  



 

まずは首都圏の駅に備え付けのパンフレットを入手してください。 

 

シールを５枚集めると（緑・赤・黄色がそれぞれ１枚以上必要） 

先着７，０００名さまに山手線オリジナルペットボトルカバーをプレゼント！ 
（無くなり次第終了となります） 

  

 

 

              

さらにシールを２枚集めると 

 

 

 

 

シールを７枚集めると（緑・赤・黄色がそれぞれ１枚以上必要） 

     全員に応募専用はがきをお渡しします。 

専用はがきに切手を貼って郵送すると抽選で下記の賞品が当たります。 
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●賞品・応募専用はがきお渡し箇所 

 
①旧新橋停車場「鉄道歴史展示室」（新橋駅から徒歩５分）  

１１月１３日（火）～１２月２日（日）１０：００～１６：３０※月曜休 

②上野駅 入谷改札外（駅からハイキング受付）   １１月１３日（火）～１８日（日）１０：００～１２：００ 

③神田駅 南口みどりの窓口前（駅からハイキング受付） １１月１６日（金）～２５日（日）１０：００～１２：００ 

④西日暮里駅 改札外（駅からハイキング受付）  １１月１９日（月）～２５日（日）９：３０～１１：００ 

⑤品川駅 びゅうプラザ前（駅からハイキング受付） １１月２３日（金・祝）～３０日（金）９：３０～１１：３０ 

⑥東京駅 丸の内南改札前（駅からハイキング受付）     １１月２６日（月）～１２月２日（日）１０：００～１１：３０ 

⑦信濃町駅 改札外（駅からハイキング受付）  １１月３０日（金）～１２月７日（金）９：４５～１１：００ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

⑵ シールラリー対象イベント・店舗一覧 

 

駅からハイキング参加で緑シール GET！ 

 

●１０月１日（月）～１２月７日（金）  

     駅からハイキングとは、季節に応じた地域の魅力をお楽しみ頂ける無料   

のウォーキングイベントです。ぐるり山手線シールラリー開催期間中は下記 

の１６コースがシールラリーの対象コースです。 

 

《対象コース》田町駅・高田馬場駅・新宿駅・御徒町駅・飯田橋駅・有楽町駅   

恵比寿駅・代々木駅・巣鴨駅・原宿駅・上野駅・神田駅・西日暮里駅・品川駅 

東京駅・信濃町駅 計１６コース 

 

詳細は、駅からハイキングホームページ〔www.jreast.co.jp/ekihai/ 〕又は首都圏の駅備え付けの        

パンフレットをご覧ください。 

 

 

 

対象の駅や周辺のイベント参加で赤シール GET！ 

 

●１０月１日（月）～１１月３０日（金）  

① 新宿エリアで開催「駅からお SANPO・秋の“和”めぐり」 

新宿エリア１５駅を起点に、駅から歩いてめぐれる美術館や銭湯などを紹介。対 

象駅のスタンプを５個集めると引き換え場所でオリジナルグッズと山手線シール 

ラリーのシールがもらえます。 

（スタンプラリー対象駅：恵比寿・渋谷・原宿・代々木・新宿・新大久保・高田馬場・ 

四ツ谷・信濃町・千駄ケ谷・中野・高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・西荻窪） 

（引き換え場所：びゅうプラザ新宿東口・びゅうプラザ中野） 

 

② 上野・池袋エリアで開催「山手線からお SANPO」 

上野・池袋エリア１１駅を起点に、グルメやアート、史跡を楽しむスタンプラリー。 

対象駅のスタンプを４個集めると引き換え場所でオリジナルグッズと山手線シール 

ラリーのシールがもらえます。 

（スタンプラリー対象駅：目白・池袋・大塚・巣鴨・駒込・田端・西日暮里・日暮里・鶯 

谷・上野・御徒町） 

（引き換え場所：NEWDAYS 上野入谷改札外・NEWDAYS 池袋西口） 

 

●１０月７日（日） 大崎駅 「親子でたのしむ！わくわく DAY！」 

昨年に引き続き、親子でお楽しみいただけるこども駅長制服での記念撮影   

や山手線の路線図での輪投げなど楽しいイベントをご用意しています。 

 （開催場所）大崎駅南改札外 １０：００～１５：００ 

 （シールお渡し場所）イベントブース内 

 

●１０月１３日（土） 品川駅 お客さま感謝ＤＡＹ 

テレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」との記念撮影やアクアパーク 

品川の人気者「ケープペンギン」の来場、お座敷列車「宴」の運転など楽し 

いイベントが盛りだくさんです。©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 

（開催場所）品川駅中央改札内 １１：００～１５：００ 

（シールお渡し場所）中央改札外正面 びゅうプラザ内 

《品川駅コース：港南大橋》  



 

●１０月１３日（土） 日暮里駅 にっぽり電車まつり２０１８ 

    荒川区、京成電鉄、東京都交通局、エキュート日暮里などと連携して開催し

ます。こども駅長制服での記念撮影会や新幹線ペーパークラフト教室を実施し

ます。   

   （開催場所）日暮里駅前イベント広場 １０：００～１６：００ 

   （シールお渡し場所）JR 東日本ブース内 

 

●１１月１０日（土） 尾久駅 第 18 回「ふれあい鉄道フェスティバル」 

  毎年多くの人でにぎわうフェスティバルに今年は働く車両が大集合します！ 

 機関車、転車台展示、保守用車両への乗車体験もあります。 

 （開催場所）尾久駅 １０：００～１４：３０（最終入場１４：００） 

 （シールお渡し場所）会場出口付近 

 

●１１月１０日（土） 飯田橋駅 開業９０周年イベント 

    開業９０周年を迎える飯田橋駅でテレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオ

ン」との記念撮影やこども駅長制服での写真撮影などさまざまなイベントをご用

意しています。©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 

   （開催場所）ラムラ ※飯田橋駅西口徒歩１分 １１：００～１５：００    

   （シールお渡し場所）東口改札 
  

●１１月１７日（土）・１１月１８日（日）池袋駅 第１０回池袋鉄道まつり 

      こども駅長制服での記念写真撮影、鉄道安全教室、プラレール展示やご当地

キャラクター大集合など、お楽しみイベントが盛りだくさんです。 
©TOMY「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

   （開催場所）池袋駅構内 １７日（土）１０：００～１６：００  

１８日（日）１０：００～１５：００ 

   （シールお渡し場所）びゅうプラザ池袋駅（西口） 

 

●１１月２３日（金・祝） 東京駅 鉄道祭り 

  テレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」との記念撮影や鉄道模型ジオラ

マ、プラレール展示、東京駅の社員食堂のご利用や限定メニュー、周辺駅との

スタンプラリーなど、こどもから大人まで楽しめるイベントを実施します。 
  ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS   ©TOMY「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 （開催場所）東京駅丸の内地下 南口改札外 動輪の広場付近一帯 

 （シールお渡し場所）東京駅丸の内地下 南口改札外 動輪の広場 

 

 

   

 

対象店舗でお食事・お買いものをして黄シール GET！ 

 

●HONEY ’S BAR 

  はちみつと季節のフルーツや野菜、ミルク、ヨーグルトなどをブレンドする 

  ジューススタンド「ハニーズバー」。旬の果物を使用した季節限定商品も。 

  《対象商品》 

① 東京 GREEN～小松菜とパイナップル～R サイズ以上 [R]３１０円、[L]３５０円 

  ②  季節限定特選商品 R サイズ以上 ※内容・価格は店頭にてご確認ください。 

  《対象店舗》東京店・神田店・田端店・巣鴨店・大塚店・池袋山手外回りホーム店・ 

  池袋山手内回りホーム店・池袋メトロポリタン口店・目白店・代々木店・新宿店・ 

  恵比寿東口店・大崎店・新橋店・飯田橋東口店・信濃町店（１０月上旬開店） 

   



●STANDBY TOKYO 

  雑貨とカフェを融合させたショップ。猿田彦珈琲のスペシャルティコーヒー豆を 

使用した美味しいコーヒーを味わい、こだわりの雑貨を選びたい。 

《対象商品》 

① プリントマーブルチョコ（Suica マーブル）  ７５６円 

②   山手線マスキングテープ                  ４３２円                   

  《対象店舗》東京駅店                                        

 

 

●いろり庵きらく 

茹でたての生そばと自家製かき揚げなどが、手頃な価格で楽しめます。 

温・冷の麺類ほか、カツ丼などセットメニューも豊富。「鴨そば」は鴨脂の 

旨味を活かしたこれからの季節にぴったりの人気メニューです。 

《対象商品》 

・鴨そば（うどんに変更も可能）          ４８０円 

《対象店舗》東京京葉店・御徒町店・上野店・西日暮里店・高田馬場店・田町店 

 

●膳まい 【期間限定】１０月４日（木）～３１日（水） 

在来線特急列車のヘッドマークをテーマに、沿線の名店が献立を監修・製造した 

お弁当が期間限定で復刻！かつて上野駅や新宿駅を始発に運行された列車に 

思いを馳せてみよう。食べた後は、容器をランチボックスとして使えます。 

《対象商品》 

・特急列車ヘッドマーク弁当「ひばり」「あさま」「あずさ」「ひたち」（全４種）  

各２，１６０円 
※それぞれ期間限定のため販売期間が異なりますのでご注意ください。                                           

《対象店舗》東京南口店・東京南通路店・エキュート京葉ストリート店・上野中央 

連絡通路店・エキュート品川サウス店 

 

●そばいち 

店内で茹で上げる生そばを、かつお節とさば節を合わせた出汁で味わえる。旬の食材を 

使った自家製天ぷらはもちろん、クリーミーな食感のさといもコロッケもおすすめです。 

《対象商品》 

・狭山のさといもコロッケそば           ４５０円 

《対象店舗》神田店・新宿店・恵比寿店 

 

  ●TRAINIART 

  「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、デザインと機能にこだわった鉄道グッズを展開。 

思わずクスリとしてしまう、かわいくて斬新なグッズは贈り物にも最適。 

《対象商品》 

・キューブスタンド E２３５系山手線        ６４８円 

・歯ブラシミディ E２３５系山手線         ５４０円 

・お手紙メモ山手線 E２３５系           ３５０円 

・マスキングテープ E２３５系山手線車両       ４３２円 

・TRAIN POCHI BUKURO 山手線              ４２０円 

《対象店舗》TRAINIART TOKYO グランスタ店、TRAINIART アトレ秋葉原１店 

 

  ●エキュート品川、エキュート品川 サウス 【期間限定】１０月２２日（月）～３１日（水） 

  ハロウィンパーティ開催！かぼちゃやお化けをモチーフにした見た目にも楽しいスイーツやかぼちゃ 

などを使ったメニューが登場します。 

《対象商品》 

・ハロウィン限定商品 ※店頭のハロウィンキャンペーン POP をご確認ください。 

  《対象店舗》エキュート品川、エキュート品川 サウス 

©Chiharu Sakazaki/JR 東日本/DENTSU 

Suica は東日本旅客鉄道株式会社の 

登録商標です 

JR 東日本商品化許諾済 

JR 東日本商品化許諾済 

JR 東日本商品化許諾済 



●催事店舗 

       

イベント名 催事店舗営業期間 催事店舗営業場所 

上野駅トレインフェスティバル※1 １０月８日（月・祝）・１３日（土）・１４日（日） 上野駅中央改札外グランドコンコース 

品川駅お客さま感謝 DAY※2 １０月１３日（土）・１４日（日） 品川駅中央改札内コンコース 

第１８回「ふれあい鉄道フェスティバル」 １１月１０日（土） 尾久車両センター 

第１０回「池袋鉄道まつり」 １１月１７日（土）・１８日（日） 池袋駅 1 階駅事務室付近、地下 1 階南通路 

鉄道祭り １１月２３日（金・祝） 東京駅丸の内地下南口改札外 動輪の広場 

イベント会場内には黄シール配布対象外の店舗もございますので、ご注意ください。 

※1 上野駅トレインフェスティバルは赤シール配布対象外となり、催事店舗での黄シールのみ配布いたします。 

※2 10 月 14 日（日）は催事店舗のみ営業となり、品川駅お客さま感謝 DAY のイベントはございません。 

 

【キャンペーンホームページはこちら】 

 「駅たび net」ホームページ内の「小さな旅」紹介ページ  （９月２８日（金）１４：００、オープン予定） 

 
※ 当資料中の写真・イラスト等はすべてイメージです。実際のものとは異なりますのでご了承ください。 

また、イベント内容等は予告なく変更・中止となる場合があります。２０１８年９月現在の情報です。 

 

 

 

 

 

 


