
「 」を開催します！

１ 実施期間
2021年４月29日（木・祝）～2021年５月31日（月）

２ 実施場所
⑴ スタンプ設置駅
・上 越 線 → 新前橋駅・渋川駅・沼田駅・水上駅
・上越新幹線 → 上毛高原駅

⑵ オリジナルグッズ・「コト体験」抽選券引換駅
・上 越 線 → 新前橋駅・渋川駅（始発～終電）
・上越新幹線 → 上毛高原駅（９時00分～17時00分）

３ 内 容
■スタンプ設置駅で専用台紙を入手して駅スタンプを押す。
■アンケートに答えてオリジナルグッズ・「コト体験」抽選券と引換。
※スタンプラリーと「コト体験」の際に必要な交通費はお客さまご負担
となります。

※スタンプは改札外に設置しております。途中下車できない乗車券で
改札外に出られた場合、乗車券は無効となります。

※輸送障害等で対応できない場合もございます。
※オリジナルグッズはなくなり次第終了となります。
※スタンプラリーは予告なく中止する場合がございます。また、内容・
商品等を変更する場合がございます。

上越線新前橋駅・渋川駅・沼田駅・水上駅と上越新幹線上毛高原駅では
「上越線スタンプラリー2021」を開催します。
スタンプ設置駅の駅スタンプを集めた方にオリジナルグッズをプレゼント！

さらに、シミュレーター体験や洗浄線体験、名湯伊香保温泉の宿泊補助券や
入浴券が当たる「コト体験」抽選券もご用意しています。
春真っ盛りの上越線沿線は様々な草木や花々に彩られ魅力満載です。
皆さまのご参加を社員一同お待ちしております。

上越線スタンプラリー２０２１



条件 人数 賞品

参加賞 ・スタンプ設置駅５駅中４駅以
上の駅スタンプを専用台紙に
押してアンケートを記入する。
・引換駅（新前橋駅・渋川駅・上
毛高原駅）の改札口にアンケー
トを渡す。

なくなり次第終了 オリジナルグッズ

コト体験
A賞

・スタンプ設置箇所５駅全ての
駅スタンプを専用台紙に押して
アンケートを記入する。
・引換駅（新前橋駅・渋川駅・上
毛高原駅）の改札口にアンケー
トを渡す。

２名様
（抽選）

伊香保温泉
宿泊補助券
（１万円分）

コト体験
B賞

24名様
（抽選）

シミュレーター体験
＆車両センター見学

コト体験
C賞

・スタンプ設置箇所５駅中４駅
以上の駅スタンプを専用台紙
に押してアンケートを記入する。
・引換駅（新前橋駅・渋川駅・上
毛高原駅）の改札口でアンケー
トを渡す。

30名様
（抽選）

伊香保温泉
露天風呂入浴券

コト体験
D賞

48組96名様
（抽選）

新前橋駅構内
洗浄線体験

４ 抽選について
⑴ 発表日
2021年６月15日（火）午前10時までに発表

⑵ 発表方法
JR東日本高崎支社インスタグラム・Facebook
新前橋駅・渋川駅・上毛高原駅の駅頭掲示

※ 抽選結果のご連絡はいたしません。お客さまご自身でご確認ください。

「インスタグラム」 「Facebook」



５ コト体験について
⑴ A賞（伊香保温泉宿泊補助券）・C賞（伊香保温泉露天風呂入浴券）
■ 内容
A賞（伊香保温泉宿泊補助券）
伊香保温泉でご利用いただける１万円分の宿泊補助券です。
１万円以上ご利用の場合は別途差額のお支払いが必要になります。
ご利用いただける旅館等詳細については７月３日（土）引換時にご案内いたします。
宿泊補助券は2021年７月３日（土）から1年間有効です。
C賞（伊香保温泉露天風呂入浴券）
伊香保温泉露天風呂のみでご利用いただける日帰り入浴券です。
１枚で１名様のみご利用可能です。
２名様以上でご利用の場合は差額のお支払いが必要になります。

■ 引換日時
2021年７月３日（土） ９時00分～18時00分

■ 引換場所
渋川駅 みどりの窓口
※引換は渋川駅でのみ行います。引換には当選した抽選券が必要です。
※ご利用いただける旅館等、詳細は７月３日(土)の引換時にご案内いたします。
※引換日時を過ぎますと当選した抽選券は「無効」となります。

⑵ B賞（シミュレーター体験＆車両センター見学）
■ 内容
シミュレーター体験（模擬訓練用装置）と車両センターの見学がセットになった
ツアーです。
運転士や車掌が訓練の際に使用するシミュレーターや車両センター内の見学など
普段体験できないことばかりです。

■ 開催日
2021年７月３日（土） 午前・午後各１回

■ 開催場所
新前橋駅構内

■ 所要時間
各２時間30分程度

■ 集合
場所 新前橋駅改札外
時間 午前の部：10時45分 午後の部：12時45分

※必ず当選した抽選券をご持参ください。
※集合時間までにいらっしゃらない場合はキャンセルとみなします。
※当日は係員の指示に従ってください。
※安全上の観点から小学生以上のご参加とさせていただきます。
※小学生がご参加される場合は必ず保護者の同伴が必要です。
※中学生以上の方がご参加される場合は、任意で１名様の同伴が可能です。
※同伴者は見学のみとなります。
※足場の悪いところや階段の上り下りがありますので歩きやすい靴でお越しください。
※暑くなる場合もありますので、熱中症対策をしたうえでお越しください。



⑶ D賞（新前橋駅構内洗浄線体験）
■ 内容

列車にご乗車いただき、車内から列車の洗浄を体験していただきます。
■ 開催日
2021年７月３日（土） 午前・午後各１回

■ 開催場所
新前橋駅構内

■ 所要時間
各２時間程度

■ 受付・集合
場所 新前橋駅東口階段下
受付時間 午前の部：10時00分～10時30分

午後の部：12時10分～12時35分
集合時間 午前の部：10時40分

午後の部：12時45分
※必ず当選した抽選券をご持参ください。
※集合時間までにいらっしゃらない場合はキャンセルとみなします。
※当日は係員の指示に従ってください。
※当選した抽選券１枚で２名様までご参加いただけます。
※小学生以下の方がご参加される場合は必ず保護者の同伴が必要です。
※暑くなる場合もありますので、熱中症対策をしたうえでお越しください。

⑷ その他注意事項
・お一人様１日１回のみの応募となります。
期間中に別日で応募する場合は可能です。
不正や虚偽の記載がある場合、その応募は無効となります。
・コト体験・引換はやむなく中止または変更になる場合がございます。
中止または変更の場合は、JR東日本高崎支社インスタグラム・Facebook、
新前橋駅・渋川駅・上毛高原駅の駅頭掲示にてお知らせいたします。
お客さまご自身でご確認ください。
・抽選券1枚につき1口の応募です。
・複数のコト体験に当選した場合、時間変更や調整等は致しかねます。
・応募内容の変更はいたしません。
・コト体験の際に必要な交通費はお客さまご負担となります。
（駐車場はございません。）

・暑くなる場合もありますので、熱中症対策をしたうえでお越しください。

６ 新型コロナウイルス対策に関して
・手指消毒やマスクの着用にご協力をお願いいたします。
・発熱などの自覚症状があるお客さまのご参加はご遠慮ください。
・他のお客さまとの適切な距離の確保をお願いいたします。

※ イラストや画像はすべてイメージです。2021年３月の情報です。



2021年4月29日(木・祝)▷5月31日(月)

【スタンプ＆台紙設置駅】
上越線４駅

（新前橋駅・渋川駅・沼田駅・水上駅）
＋

上越新幹線・上毛高原駅

５駅すべてのスタンプを集めると…Ａ賞～D賞いずれか１つの抽選券をプレゼント！
上越線４駅のスタンプを集めると…C賞・D賞どちらか１つの抽選券をプレゼント！
《抽選結果について》

2021年6月15日（火） 午前10時までに発表
発表方法 JR東日本高崎支社インスタグラム・Facebook

新前橋駅・渋川駅・上毛高原駅の駅頭掲示
※抽選結果のご連絡はいたしません。お客さま自身でご確認ください。

※詳しくは4月２９日以降配布の専用スタンプ台紙をご覧ください。
※スタンプラリーのご参加には運賃が必要になります。
※各駅のスタンプは改札外に設置しております。途中下車できない乗車券で改札外に出られた場合、乗車券は無効となります。
※群馬総社駅・八木原駅はスタンプ設置駅ではございません。※輸送障害等で対応できない場合もございます。
※参加賞はなくなり次第終了となります。 ※スタンプラリーは予告なく中止する場合があります。また、内容・商品等を変更する場合がございます。
※抽選券1枚につき、一口の応募となります。 ※コト体験に参加するための交通費はお客さま負担となります。（駐車場はございません。）
※2021年3月の情報です。 ※イラスト・写真は全てイメージです。 ※複数当選された場合、スケジュールの調整はできかねますのでご了承ください。

スタンプ設置駅のスタンプを専用台紙に集めてアンケートに答えると

オリジナルグッズ＋「コト体験」抽選券をプレゼント！
専用台紙は4月２９日（木・祝）よりスタンプ設置駅にて配布します！ぜひお手にとってご覧下さい♪

オリジナルグッズ・「コト体験」抽選券の引換は、新前橋駅・渋川駅・上毛高原駅です。
沼田駅・水上駅では引換できませんのでご注意ください。

Facebook インスタグラム発 表 日

名湯伊香保温泉の宿泊補助券１万円分をプレゼント！

●交換日時を過ぎますと当選した抽選券は「無効」となります。
●ご利用いただける旅館につきましては、7月３日交換当日にお知らせいたします。
●優先予約等はできません。ご予約は各旅館様へお問い合わせください。
●１万円以上のご利用の場合は別途差額のお支払いが必要です。
●宿泊補助券は2021年7月3日から1年間有効です。

シミュレーター（模擬訓練用装置）の体験と
車両センター『列車のおうち』の見学がセットになったツアーです。

●小学生以上の方の参加とさせていただきます。小学生が参加する場合は保護者の
同伴が必要です。（中学生以上の参加の場合は任意で１名まで同伴可能です。）

〈新前橋駅構内洗浄線体験〉

抽選で48組96名様
名湯伊香保温泉露天風呂の日帰り入浴券をプレゼント！！

今度のお休みに伊香保温泉でリラックスしてみませんか？

●交換日時を過ぎますと当選した抽選券は「無効」となります。
●伊香保露天風呂のみでご利用いただけます。他の温泉ではご利用いただけません。
●入浴券は1名様分です。2名様以上のご利用には別途お支払いが必要です。
●入浴券は2021年7月3日から1年間有効です。

〈伊香保温泉宿泊補助券〉
〈１万円分〉

抽選で２名様

〈シミュレーター体験＆
車両センター見学〉

抽選で24名様

〈伊香保温泉露天風呂入浴券〉

抽選で３０名様
列車にご乗車いただき、車内から洗浄を体験できます。

●当選した抽選券１枚で２名様までご参加いただけます。

主催：JR新前橋駅・渋川駅
協力：JR高崎鉄道サービス株式会社

交換日時：2021年7月3日（土）
午前9時から午後6時

場 所：渋川駅みどりの窓口
開催日：2021年7月3日（土）

午前・午後 各１回
場 所：新前橋駅構内

交換日時：2021年7月3日（土）
午前9時から午後6時

場 所：渋川駅みどりの窓口

開催日：2021年7月3日（土）
午前・午後 各１回

場 所：新前橋駅構内


