
 

 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 ９ 月 ８ 日 

東日本旅客鉄道株式会社                                       

東 京 支 社 

 

列車で巡る ＜謎解き×まちあるき＞ 

「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！山手線謎めぐり 2022 “７つの奇妙な足跡”～鉄道開業１５０年特別版～」 

を開催します！！ 

  

〇ＪＲ東日本東京支社では、「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！山手線謎めぐり 2022 “７つの奇妙な足跡”～鉄道開業１５０年

特別版～」を「ドラマチック謎解きゲーム」を手掛ける「よだかのレコード」（株式会社 stamps）とタッグを組み 

開催します。 

〇ＪＲ東日本の首都圏沿線の電車に乗り、まちを巡りながら謎を解く体験型のイベントです。電車に乗って移動し

魅力あるまちを散策しながら、謎解きとちょっと不思議なストーリーをお楽しみください。 

〇今年は鉄道開業１５０年特別版として、鉄道の歴史を感じていただける内容となっているだけでなく、充実した

謎解きの仕掛けを用意しています。解き終わった後の満足感とともにドラマチックに迎える最後のメッセージを 

是非お確かめください。さらに、連動企画も盛り沢山！１度買って、２度楽しめる企画となっています。 

 

１ イベント概要  

（１）開催期間 

２０２２年９月１５日（木）～２０２３年１月１５日（日） 
※明るい時間帯での参加を推奨します。 
 

（２） 開催エリア 

ＪＲ東日本 首都圏沿線エリア 

 

（３） ストーリー 

不思議なガイドブック、それはもう一つの東京への入口だった。 

あなたは、ふと立ち寄った売店で１冊の本に目を留めた。 

TOKYO MYSTERIOUS TRAVEL…旅行ガイドブックだろうか？ 

表紙に描かれた電車の絵は、見慣れた山手線の電車とは 

少し違うような気がする。あなたはその絵に妙に惹きつけられ、 

その本を手に入れることにした。 

もう一つの東京に出会える気がして、 

あなたはガイドブックを片手に電車に乗り込んだ。 

 

（４） 謎解きキット 

①販売開始日：２０２２年９月１４日（水） 

②販売価格 ：１，６５０円（税込） 
※乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。 

③キット内容 ：Ａ５クリアファイル、Ａ５冊子１冊、 

説明用紙、謎解き用アイテム２種、 

ペグシル 

 

【ポスターイメージ】 

【キットイメージ】 



④販売場所 

店頭およびオンラインで販売します。 

【店頭】首都圏の NewDays３３店舗で販売します。 

販売店舗一覧（都道府県別の五十音順）  ※詳しい店舗情報はこちら（https://bit.ly/3AtfLXu） 

＜東京都＞２２店舗 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜千葉県＞１店舗 

       

 

＜神奈川県＞１０店舗 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン】JRE MALLで販売します。 

URL：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS158-4560331955002 

 （２０２２年９月１４日（水）サイトオープン） 

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、キット販売やイベントが中止、イベント内容が変更になる場合もあります。 

※キットは数量限定です。なくなり次第販売終了となります。 

※売り切れの場合がありますので、お早めの購入をお勧めします。 

※最新の情報は、特設ウェブサイトまたは Twitter公式アカウント（@FUNTOKYO_NAZO）をご確認ください。 

 

 

【最新情報はこちら】 

■特設ウェブサイト：https://yodaka.info/cp/funtokyo2022/ 

■Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/FUNTOKYO_NAZO （２０２２年９月９日（金）～） 
※期間中、キットの在庫状況や最新情報等の情報発信を行います。キットご購入前やご参加前にご確認ください。 

※２０２３年１月末までの期間限定での開設を予定しています。 

 

 

 

駅名 店舗名 駅名 店舗名

赤羽 NewDays 赤羽 品川 NewDays 品川中央

秋葉原 NewDays 秋葉原 新宿 NewDays 新宿

飯田橋 NewDays エキュートエディション 飯田橋西口 新橋 NewDays 新橋北改札内

NewDays 池袋 田端 NewDays 田端

NewDays 池袋西口 NewDays グランスタ八重洲北口

上野 NewDays エキュート上野 公園改札外 NewDays グランスタ丸の内北口

恵比寿 NewDays 恵比寿 NewDays グランスタ丸の内南口

大崎 NewDays 大崎 日暮里 NewDays エキュート日暮里

蒲田 NewDays 蒲田 浜松町 NewDays 浜松町

亀有 NewDays 亀有 原宿 NewDays 原宿

高円寺 NewDays 高円寺 有楽町 NewDays エキュートエディション 有楽町京橋口

池袋

東京

駅名 店舗名

新松戸 NewDays 新松戸改札外

駅名 店舗名 駅名 店舗名

大船 NewDays 大船北口 武蔵小杉 NewDays 武蔵小杉

川崎 NewDays 川崎 NewDays 横浜南口

桜木町 NewDays 桜木町 NewDays 横浜北口

鶴見 NewDays 鶴見 NewDays 横浜中央

東神奈川 NewDays 東神奈川 NewDays シァル横浜

横浜

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3AtfLXu&data=05%7C01%7Ck-toyota%40jreast.co.jp%7C39749ca0d85b4d573a5a08da8ee66db2%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C637979418036778188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KGjlccHnqvVCL%2BpQjgWFnxC2Wl1juOXpLFh50CX1wgA%3D&reserved=0
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS158-4560331955002
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyodaka.info%2Fcp%2Ffuntokyo2022%2F&data=05%7C01%7Ck-toyota%40jreast.co.jp%7C988460a1916f45fc5e2408da81033eb6%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C637964148173756696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7tEQsX2PD%2BDWeqZu926i03G%2FGkqnTALqK4%2Bu8XHzGSo%3D&reserved=0
https://twitter.com/FUNTOKYO_NAZO


２ 参加方法  

（１）謎解きキットを手に入れよう！ 

（２）ストーリーを読んで、電車に乗って、各駅をめぐろう！  

冊子にある二次元コードでストーリーを読み、はじまりの謎を解くと「行くべき

駅」がわかります。まちを探索しながら、手がかりを集め、謎を解いてください。

謎の答えをウェブ上の解答ページに入力し、正解するとストーリーが進みま

す。ひらめきを活かして、謎を解き明かしてください。 

（３）謎を解きながら、まちを散策しよう！  

謎を解く中で、いろいろな駅やまちを巡りますので、初めてのまちを歩くことも

あるかもしれません。冊子では、各駅周辺のオススメ観光スポットを紹介して

います。難しい謎に悩んだ時や歩き疲れた時に立ち寄るのもおすすめです。 

（４） 全ての謎を解き明かし、ストーリーのエンディングを迎えよう！ 

謎を解き進めるとストーリーが進み、最終的に最後の謎を解き明かすこと

で、エンディングを迎えることができます。謎解きとともにストーリーもお楽しみく

ださい。 
※想定所要時間は移動含めて約７時間です。明るい時間帯での参加を推奨します。 

※謎の企画制作は数々の「ドラマチックなリアル謎解きゲーム」を手掛ける「よだかのレコード」（株式会社 stamps）です。解き

ごたえのある謎とともに、参加者が物語の主人公となり、ドラマチックなストーリーが加わって、より一層物語の世界に没入で

きる体験型イベントとなっています。 

 

３ 連動企画 

（１）練習問題 ～タイムトライアル！腕試し問題に挑戦！～ 

特設ウェブサイトでは、イベントのご案内の他に制限時間１０分間のタイムトライアル形式で挑戦できる「練習問

題」を用意しています。何度でも挑戦できますので、あきらめずにチャレンジしてみてください！ 

特設ウェブサイト：https://yodaka.info/cp/funtokyo2022/exercise/ 

 

（２） Instagram謎解きキャンペーン  

～毎週出題される問題を解いて、キットを手に入れよう！～ 

「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」の Instagram 公式アカウント（@funtokyo.jreast） 

では、山手線謎めぐり 2022 の開催に合わせて、毎週火曜日（予定）に謎を

出題します。正解の方の中から、抽選で、「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！山手線謎め

ぐり 2022」の謎解きキットをプレゼントします。 

■キャンペーン期間：２０２２年９月１３日（火）～１０月４日（火） 

■「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」Instagram公式アカウント：  

https://www.instagram.com/funtokyo.jreast/ 

 

（３） おまけ謎 ～本編とは別に楽しめるエスクトラ ステージをご用意～ 

謎解きキット購入者特典として、本編謎とは別におまけ謎をお楽しみいただける「エスクトラ ステージ」を用意し

ます。１度買って、もう一度楽しめるコンテンツとなっています。是非、謎解きに挑戦してください。 
※「おまけ謎」は本編とは一切関係ありません。「おまけ謎」を解かなくても、本編を進めることができます 

※「おまけ謎」は謎解きキットの中に同梱しているコンテンツです 

 

４ 謎解きのご参加に便利なきっぷ 

○おトクなきっぷは、ＪＲ東日本「おでかけに便利なきっぷ」サイト

(https://www.jreast.co.jp/tokyo/tickets_otoku/)で紹介しています。 

○一部のフリーパスタイプのおトクなきっぷは、Ｓｕｉｃａカード、モバイルＳｕｉｃａ

でご利用いただけます。 

詳細は（https://www.jreast.co.jp/suica/ic_otoku/）をご確認ください。 

 

 

【Instagram謎解きキャンペーンイメージ】 

お手持ちのＳｕ ｉｃａや 

モバイルＳｕｉｃａに搭載

することも可能です 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyodaka.info%2Fcp%2Ffuntokyo2022%2Fexercise%2F&data=05%7C01%7Ck-toyota%40jreast.co.jp%7C988460a1916f45fc5e2408da81033eb6%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C637964148173756696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BRCFC%2BWHtLYQjHwzIsbAr89x5KpVc1kBFX%2BeQo0C5LQ%3D&reserved=0
https://www.instagram.com/funtokyo.jreast/
https://www.jreast.co.jp/tokyo/tickets_otoku/
https://www.jreast.co.jp/suica/ic_otoku/


５ 「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」について  

もう一歩足をのばせば、まだまだ気付かない魅力がたくさんある“東京”。「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」は、「山手線沿線を

中心とした東京エリアの魅力発信プロジェクト」として、“東京” をもっともっと楽しむための良質なまちあるき情報を 

お届けしています。 

 

公式ウェブサイト： https://www.jreast.co.jp/funtokyo/ 

F a c e b o o k： https://www.facebook.com/funtokyo.jreast/ 

I n s t a g r a m： https://www.instagram.com/funtokyo.jreast/ 

T w i t t e r： https://twitter.com/funtokyo_jreast 

 

６ 新型コロナウイルス感染拡大防止のために 

「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！山手線謎めぐり 2022」は列車に乗り、各駅を巡る、屋外で楽しむイベントです。ご参

加いただく皆さまには以下の項目へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 〇咳・発熱などの症状がある方、体調が優れない方は、参加をご遠慮ください 

 〇マスクを着用の上、会話は控えめにお願いします 

 〇他のお客さまと適切な距離を確保してください 

 〇こまめな手洗い、または手指消毒を行ってください 

 〇混雑時の参加は可能な限り控えてください 

※ＪＲ東日本では、新型コロナウイルス感染症対策に関する各種取り組みを実施しています。 

詳しくは（https://www.jreast.co.jp/corona-info/）をご確認ください。 

 

主催：東日本旅客鉄道株式会社 企画制作：株式会社 stamps「よだかのレコード」 
※「Ｓｕｉｃａ」、「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※株式会社 stamps が運営する謎解き制作団体「よだかのレコード」は、物語性のある「ドラマチック謎解きゲーム」を  

制作しております。 

※当資料中の写真・イラスト等はイメージです。実際のものとは異なる場合があ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。 

※歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は危険ですのでおやめください。 

 

https://www.jreast.co.jp/funtokyo/
https://www.facebook.com/funtokyo.jreast/
https://www.instagram.com/funtokyo.jreast/
https://twitter.com/funtokyo_jreast
https://www.jreast.co.jp/corona-info/

