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JR 東日本 子ども見守りサービス「まもレール」は 4 月 1 日より
都営交通と東京メトロを加えた首都圏 495 駅に拡大します


東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：深澤祐二／以下「JR 東日本」）、
東京都交通局（以下「都営交通」）、東京地下鉄株式会社（本社︓東京都台東区、代表取締役社長︓山
村明義／以下「東京メトロ」）とセントラル警備保障株式会社（本社︓東京都新宿区、代表取締役執行役員
社長︓澤本尚志／以下「CSP」）は、これまでに子ども見守りサービス『まもレール』参画に関する基本協定を締
結し、サービス開始に向け準備を進めてきました。



このたび、子ども見守りサービス「まもレール」は 2020 年 4 月 1 日よりサービス対象駅を JR 東日本管内 246 駅
に都営交通と東京メトロを加えた首都圏 495 駅に拡大します。



また、今回のサービス対象駅拡大を記念しまして、入会キャンペーンを実施いたします。

１．「まもレール」サービス対象駅の拡大について
（１）時期
2020 年 4 月 1 日（水）始発から
（２）対象駅
首都圏 495 駅※詳細は別紙１を参照してください
・JR 東日本 246 駅、都営交通 110 駅、東京メトロ 139 駅

２． 「まもレール」入会キャンペーンについて
【第 1 弾：6 ヵ月無料早得キャンペーン】
①実施期間
2020 年 2 月 1 日（土）から 3 月 31 日（火）まで
※上記期間中に新規でご入会のお申込みをされた方が
対象です。
②内容
期間中に「まもレール」に入会すると、抽選で 300 名様が
利用料金 6 ヵ月無料になります。（お子さま 1 名分）
早く入会するとお得なチャンスがあるキャンペーンです。
③キャンペーン応募方法
入会お申込み時に自動でエントリーされます。

【第２弾：選べるポイントキャンペーン】
①実施期間
2020 年 4 月 1 日（水）から 5 月 31 日（日）まで
※上記期間中に新規でご入会のお申込みをされた方が
対象です。
②内容
期間中に「まもレール」に入会すると、抽選で 300 名様に
選択対象ポイントのいずれかを、1,000 ポイントプレゼントします。
〈選択対象ポイント〉
・JRE POINT（JR 東日本）
・ToKoPo（都営交通）
・メトポ（東京メトロ）
③キャンペーン応募方法

キャンペーンポスターイメージ

サービスご利用開始日前日に配信する会員登録完了メールよりエントリーいただけます。
※エントリー方法の詳細につきましては、3 月下旬に「まもレール」オフィシャルサイト等にてお知らせいたします。

３．入会のお申込み方法
「まもレール」オフィシャルサイトで受け付けております。

https://www.mamorail.jp
※「まもレール」のサービス概要については別紙 2 をご参照ください。

別紙 1
●対象となる線区及び駅名は以下のとおりです。（合計 495 駅）
社局名

線区
山手線

中央線

京浜東北・
根岸線
東海道線
横須賀線
ＪＲ東日本
（246 駅）

宇都宮線
青梅線
総武線
内房・外房線
京葉線
南武線
埼京・川越線
横浜線

武蔵野線
常磐線

駅名
東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、
池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、
大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町
東京、神田、御茶ノ水、水道橋、飯田橋、市ケ谷、四ツ谷、信濃町、千駄ケ谷、代々木、
新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、三鷹、武蔵境、
東小金井、武蔵小金井、国分寺、西国分寺、国立、立川、日野、豊田、八王子、
西八王子、高尾
大船、本郷台、港南台、洋光台、新杉田、磯子、根岸、山手、石川町、関内、桜木町、
横浜、東神奈川、新子安、鶴見、川崎、蒲田、大森、大井町、品川、田町、浜松町、新橋、
有楽町、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、上中里、
王子、東十条、赤羽、川口、西川口、蕨、南浦和、浦和、北浦和、与野、さいたま新都心、
大宮
東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、辻堂、茅ケ崎、平塚
東京、新橋、品川、西大井、武蔵小杉、新川崎、横浜、保土ケ谷、東戸塚、戸塚、大船、
北鎌倉、鎌倉、逗子
東京、上野、尾久、赤羽、浦和、さいたま新都心、大宮、土呂、東大宮、蓮田
立川、西立川、東中神、中神、昭島、拝島
東京、新日本橋、馬喰町、秋葉原、浅草橋、両国、錦糸町、亀戸、平井、新小岩、小岩、
市川、本八幡、下総中山、西船橋、船橋、東船橋、津田沼、幕張本郷、幕張、新検見川、
稲毛、西千葉、千葉
千葉、本千葉、蘇我
東京、八丁堀、越中島、潮見、新木場、葛西臨海公園、舞浜、新浦安、市川塩浜、
二俣新町、南船橋、新習志野、海浜幕張、検見川浜、稲毛海岸、千葉みなと、蘇我
川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、
武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、登戸、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、
南多摩、府中本町、分倍河原、西府、谷保、矢川、西国立、立川
大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋、板橋、十条、赤羽、北赤羽、浮間舟渡、戸田公園、
戸田、北戸田、武蔵浦和、中浦和、南与野、与野本町、北与野、大宮、日進、西大宮、
指扇、南古谷、川越
東神奈川、大口、菊名、新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場、長津田、成瀬、町田、
古淵、淵野辺、矢部、相模原、橋本、相原、八王子みなみ野、片倉、八王子
府中本町、北府中、西国分寺、新小平、新秋津、東所沢、新座、北朝霞、西浦和、
武蔵浦和、南浦和、東浦和、東川口、南越谷、越谷レイクタウン、吉川、吉川美南、
新三郷、三郷、南流山、新松戸、新八柱、東松戸、市川大野、船橋法典、西船橋
上野、日暮里、三河島、南千住、北千住、綾瀬、亀有、金町、松戸、北松戸、馬橋、
新松戸、北小金、南柏、柏、北柏、我孫子、天王台、取手

※高輪ゲートウェイ駅のサービス開始は、3 月 14 日からとなります。
※綾瀬駅のサービス開始は、4 月 1 日からとなります

社局名

路線
浅草線

三田線
都営交通

新宿線

（110 駅）

大江戸線

日暮里・
舎人ライナー
銀座線

丸ノ内線

日比谷線
東京メトロ

東西線
千代田線

（139 駅）

有楽町線
半蔵門線
南北線
副都心線

駅名
西馬込、馬込、中延、戸越、五反田、高輪台、泉岳寺、三田、大門、新橋、
東銀座、宝町、日本橋、人形町、東日本橋、浅草橋、蔵前、浅草、
本所吾妻橋
白金台、白金高輪、三田、芝公園、御成門、内幸町、日比谷、大手町、
神保町、水道橋、春日、白山、千石、巣鴨、西巣鴨、新板橋、
板橋区役所前、板橋本町、本蓮沼、志村坂上、志村三丁目、蓮根、西台、
高島平、新高島平、西高島平
新宿三丁目、曙橋、市ヶ谷、九段下、神保町、小川町、岩本町、馬喰横山、
浜町、森下、菊川、住吉、西大島、大島、東大島、船堀、一之江、瑞江、
篠崎、本八幡
新宿西口、東新宿、若松河田、牛込柳町、牛込神楽坂、飯田橋、春日、
本郷三丁目、上野御徒町、新御徒町、蔵前、両国、森下、清澄白河、
門前仲町、月島、勝どき、築地市場、汐留、大門、赤羽橋、麻布十番、
六本木、青山一丁目、国立競技場、代々木、新宿、都庁前、
西新宿五丁目、中野坂上、東中野、中井、落合南長崎、新江古田、練馬、
豊島園、練馬春日町、光が丘
日暮里、西日暮里、赤土小学校前、熊野前、足立小台、扇大橋、高野、
江北、西新井大師西、谷在家、舎人公園、舎人、見沼代親水公園
渋谷、表参道、外苑前、青山一丁目、赤坂見附、溜池山王、虎ノ門、新橋、
銀座、京橋、日本橋、三越前、神田、末広町、上野広小路、上野、稲荷町、
田原町、浅草
荻窪、南阿佐ケ谷、新高円寺、東高円寺、新中野、方南町、中野富士見町、
中野新橋、中野坂上、西新宿、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前、
四谷三丁目、四ツ谷、赤坂見附、国会議事堂前、霞ケ関、銀座、東京、
大手町、淡路町、御茶ノ水、本郷三丁目、後楽園、茗荷谷、新大塚、池袋
恵比寿、広尾、六本木、神谷町、霞ケ関、日比谷、銀座、東銀座、築地、
八丁堀、茅場町、人形町、小伝馬町、秋葉原、仲御徒町、上野、入谷、
三ノ輪、南千住
中野、落合、高田馬場、早稲田、神楽坂、飯田橋、九段下、竹橋、大手町、
日本橋、茅場町、門前仲町、木場、東陽町、南砂町、西葛西、葛西、浦安、
南行徳、行徳、妙典、原木中山、西船橋
代々木公園、明治神宮前、表参道、乃木坂、赤坂、国会議事堂前、霞ケ関、
日比谷、二重橋前、大手町、新御茶ノ水、湯島、根津、千駄木、西日暮里、
町屋、北千住、綾瀬、北綾瀬
地下鉄成増、地下鉄赤塚、平和台、氷川台、小竹向原、千川、要町、池袋、
東池袋、護国寺、江戸川橋、飯田橋、市ケ谷、麹町、永田町、桜田門、
有楽町、銀座一丁目、新富町、月島、豊洲、辰巳、新木場
表参道、青山一丁目、永田町、半蔵門、九段下、神保町、大手町、三越前、
水天宮前、清澄白河、住吉、錦糸町、押上
白金台、白金高輪、麻布十番、六本木一丁目、溜池山王、永田町、四ツ谷、
市ケ谷、飯田橋、後楽園、東大前、本駒込、駒込、西ケ原、王子、王子神谷、
志茂、赤羽岩淵
地下鉄成増、地下鉄赤塚、平和台、氷川台、小竹向原、千川、要町、池袋、
雑司が谷、西早稲田、東新宿、新宿三丁目、北参道、明治神宮前

※以下の路線の駅はサービス対象外となります。
【都営交通】
押上（浅草線）、目黒（三田線）、新宿（新宿線）
【東京メトロ】
北千住（日比谷線）、中目黒（日比谷線）、代々木上原（千代田線）、和光市（有楽町線・副都心線）、
渋谷（半蔵門線・副都心線）、目黒（南北線）

別紙２
●「まもレール」サービス概要
お子さまが、「Suica」または「PASMO」で対象駅の自動改札を通過すると、ご登録いただいた保護者の
スマートフォンなどの電子メールに「利用駅」「通過時刻」「チャージ残額」が通知されます。お子さまの居場所
の確認だけでなく、チャージ残額やお子さまのお迎え時間の確認など便利にお使いいただくこともできます。
（１）対象者
小学生、中学生、高校生 （満 18 歳の 3 月 31 日まで）
（２）対象のＩＣカード
「Suica」「PASMO」※無記名式の「Suica」「PASMO」およびモバイル Suica はご利用いただ
けません。
（３）利用料金
月額 500 円（税抜） ※お子さま 1 人、保護者 1 通知先の場合。
（４）電子メールへの配信イメージ

・ 「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
・ 「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。
・ 株式会社パスモ商標利用許諾済 第 108 号

