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～再集結！チームシンカリオン！超進化速度でミッション達成せよ！～

「ＪＲ東日本×『劇場版シンカリオン』 スタンプラリー＆謎解き」を開催します
ＪＲ東日本では、2019 年 12 月 27 日(金)公開の劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速
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エックス

のＡＬＦＡ- Ｘ 』とタイアップした「ＪＲ東日本×『劇場版シンカリオン』 スタンプラリー＆謎解き」を
開催します。今回は、スタンプデザインに劇場版で初めて登場するシンカリオンＡＬＦＡ-Ｘや、映画の
ストーリーで鍵となる主人公速杉ハヤトの父・ホクトの少年時代のキャラクターも登場するほか、
スタンプラリーだけでなく、シンカリオンの世界観に合わせた謎解き企画も開催します。
ぜひ、ご家族・お友達とスタンプラリー＆謎解きをお楽しみください。
１

名

称

「ＪＲ東日本×『劇場版シンカリオン』 スタンプラリー＆謎解き」
２

開催期間
2019 年 11 月 20 日(水)～2020 年１月 19 日(日)
※ミッションごとに期間が異なります。

３

実施内容
スタンプラリーと謎解きの２つのお楽しみをご用意しております。
≪ミッション１：スタンプラリー≫

ポスター

描き下ろしイラスト
ホクト

2019 年 11 月 15 日(金)以降、ＪＲ東日本の首都圏の主な駅で配布する専用のスタンプ台紙に、３つの
エリアからスタンプを５個、もしくは、全てのスタンプ 13 個を集めると、素敵な賞品をプレゼント
します。
■スタンプ設置駅（全 13 駅）
グリーンエリア

大宮駅・蓮田駅・古河駅・小山駅・
上尾駅・籠原駅・本庄駅

ブルーエリア

上野駅・品川駅

レッドエリア

横浜駅・逗子駅・平塚駅・小田原駅

※各駅のスタンプは改札外に設置します。
※設置駅までの交通費はお客さま負担となります。

■スタンプ設置期間・時間
スタンプ設置期間

2019 年 11 月 20 日(水)～2020 年１月 19 日(日)

スタンプ設置時間

※上尾駅は初電～23:50、籠原駅・本庄駅は 6:30 頃～終電、
品川駅は 6:00～23:00
※最終日は全駅 16:00 までとなります。

初電～終電

■参加方法・賞品
①

スタンプを５個集めてシンカリオンオリジナルキーホルダーをゲットしよう！
スタンプ台紙の「引換・応募用台紙」に、グリーンエリアから２個、ブルーエリアから１個、
レッドエリアから２個の計５個のスタンプを集めて、賞品引換箇所にスタンプ台紙をお持ち
いただくと、先着 15,000 名様にシンカリオンオリジナルキーホルダーをプレゼントします。
超進化賞（５駅達成）

賞品引換箇所

GENERAL STORE RAILYARD(大宮駅北改札外)
NewDays 古河(改札出て左）・NewDays 籠原(改札外）
NewDays 逗子（東口改札外）・NewDays 平塚（東口改札外）

賞品引換期間

2019 年 11 月 20 日(水)～2019 年 12 月 23 日(月)

賞品引換時間

10：00～17：00

※シンカリオンオリジナルキーホルダーはなくなり次第終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
※2019 年 12 月 24 日(火)以降は引換を行っておりません。必ず引換期間・時間内に引換を行ってください。

②

全車集結賞（全駅達成）

シンカリオン
オリジナルキーホルダー

全てのスタンプ 13 個を集めて抽選で豪華賞品をゲットしよう！

スタンプ台紙の「引換・応募用台紙」に全 13 駅のスタンプを集めると全車集結賞（全駅達成）
に応募できます。記入欄に必要事項を明記し、「引換・応募用台紙」を「劇場版シンカリオン
スタンプラリー＆謎解き」事務局宛てに郵送してください。
また、応募者全員にコンプリート記念シンカリオンオリジナルポストカードをプレゼントします。
全 車 集 結 賞 全 駅 達 成 賞品

【Ａ】複製原画

10 名様

「劇場版シンカリオン」
声優サイン入り複製原画

【Ｂ】プラレール

10 名様

プラレール DXS104
シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ

デザインは
届いてからの
お楽しみ！

(
)

提供：株式会社タカラトミー ⓒ TOMY
※抽選賞品の応募締切は 2020 年１月 24 日（金）当日消印有効です。
※スタンプ台紙の「引換・応募用台紙」は、ミッション１「全車集結賞(全駅達成)」とミッション２「謎解き賞」両方同時にご応募いただける
様式となっております。重複当選はございませんのであらかじめご了承ください。
※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に係る費用はお客さま負担となります。お送りいただいた「引換・応募用台紙」は返却できません。

〔参考〕スタンプ台紙デザイン・スタンプ図柄一例
スタンプ台紙は１種類です。
スタンプ台紙には「引換・応募用台紙」の欄(左)と
「記念用スタンプ台紙」の欄(右)があります。

スタンプ台紙

スタンプ図柄の一例

≪ミッション２：謎解き≫
映画公開直前の 2019 年 12 月 24 日(火)からは、さらなるミッションとして、株式会社タカラッシュ
監修の謎解きもスタートします。シンカリオンにまつわる謎を解いて応募すると、抽選で合計 50 名様に
素敵な賞品をプレゼントします。
■謎解き設置駅（全３駅）
大宮駅・上野駅・横浜駅
※謎解きはスタンプ台付近に設置します。
※設置駅までの交通費はお客さま負担となります。

■謎解き設置期間・時間
謎解き設置期間
謎解き設置時間

2019 年 12 月 24 日(火)～2020 年１月 19 日(日)
初電～終電
※最終日は全駅 16:00 までとなります。

謎解きページ

■参加方法・賞品
謎解き賞

謎解きに答えて抽選で素敵な賞品をゲットしよう！

スタンプ台紙の謎解きの部分を切り取り、大宮駅・上野駅・横浜駅に設置される謎を解いて、答え
と必要事項をスタンプ台紙の「引換・応募用台紙」に記入し、
「劇場版シンカリオンスタンプラリー＆
謎解き」事務局宛てに郵送してください。
【Ａ】MODEROID

20 名様

謎解き賞 賞 品

組み立て式プラスチックモデル
MODEROID(モデロイド)シンカリオン
Ｅ５はやぶさ または Ｈ５はやぶさ

【Ｂ】サイン入りＣＤ 10 名様
主題歌「ガッタンゴットンＧＯ！」
BOYS AND MEN サイン入りＣＤ

※賞品の種類は選べません。

【Ｃ】ボトル＆ランチボックスセット 20 名様
プラボトル＆
小判型ランチボックスセット
（シンカリオンＡＬＦＡ-Ｘ デザイン）

※画像はシンカリオンＥ５はやぶさの
デザインです。

※抽選賞品の応募締切は 2020 年１月 24 日（金）の当日消印有効です。
※スタンプ台紙の「引換・応募用台紙」は、ミッション１「全車集結賞(全駅達成)」とミッション２「謎解き賞」両方同時にご応募いただける様式と
なっております。重複当選はございませんのであらかじめご了承ください。
※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に係る費用はお客さま負担となります。お送りいただいた「引換・応募用台紙」は返却できません。

４

注意事項
・記念用スタンプ台紙では賞品の引換・応募はできません。
・スタンプ台紙はお一人さま１枚でお願いします。賞品の引換・応募はお一人さま１回とさせていただき
ます。
・イベントは予告なく中止・内容を変更する場合があります。
・掲載の情報は 2019 年 11 月現在のものです。

５

スタンプラリー＆謎解き開催記念特別イベント
今回のスタンプラリー＆謎解き開催に合わせ、大宮駅の新幹線ホームで新幹線 E5 系車両と一緒に
シンカリオンＡＬＦＡ-Ｘと写真撮影等ができるイベントを開催します。事前に下記のキャンペーンに
エントリーいただいた方を対象にご招待する特別イベントです。奮ってご応募ください。
■イベント概要
【開催日時】2019 年 12 月７日(土) 各回 40 分程度(①10:30～ ②11:30～ ③12:30～)
【開催場所】大宮駅新幹線ホーム
【招待人数】100 組 300 名様
【内

容】新幹線 E5 系車両展示、シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘやシンカリオン Ｅ５はやぶさとの
写真撮影、新幹線車内でのシンカリオン名場面パネル展示、グランクラス車内体験、
鉄道博物館所蔵のヘッドマーク展示、シンカリオンワゴンによる駅弁販売 等

■キャンペーン概要
【キャンペーン名称】「JRE POINT(Suica)加盟店でお買いものをしてシンカリオンＡＬＦＡ-Ｘに
会いに行こう！」
【キャンペーン期間】 2019 年 11 月７日(木)14:00～2019 年 11 月 20 日(水)23:59
【キャンペーンページ】 https://www.jrepoint.jp/campaign/B191021001

キャンペーンバナー

【応募方法】

キャンペーンページからエントリーしてください。エントリーには、JRE POINT WEB サイトに Suica
を登録していただく必要があります。登録した Suica のご利用でポイントが貯まる JRE POINT
加盟店にて、期間中３回以上、登録した Suica を使って１ポイント以上ポイントが貯まるお買い
ものをしてください。５回以上お買いものをしていただくと当選確率が２倍になります。
※JRE POINT WEB サイトにて登録した Suica を利用して、右記の黄色のマークのあるお店のお買いものやご飲食等して
いただくとポイントが貯まります。
※「JRE POINT(Suica)加盟店」以外でのお買いものは、キャンペーン対象には含まれません。
※ポイントは 100 円または 200 円(税込)ごとに１ポイント貯まります。還元率は加盟店により異なります。
※JRE POINT のサービス内容や加盟店についての詳細は JRE POINT WEB サイトをご覧ください。
※イベントの開催時間は選択できません。当選メールをもってお知らせします。

■当選結果通知
当選結果の通知は、当選者のみ、メールの送信をもってかえさせていただきます。
当選メールは、2019 年 11 月 29 日(金)（予定）に JRE POINT WEB サイトにご登録のメールアドレス
宛にお送りいたします。当選された場合、大人１名様以上含む、１組最大３名様までご参加いただけ
ます。

〔参考〕劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』のあらすじ
地球を奪うため、新たな敵・ナハネ、オハネフそして謎の巨大怪物体が宇宙から現れた！そのすべては、超進化研究所が密かに
開発を進めていた「シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ」が鍵を握っている…！？平穏な日々を過ごしていたハヤトら＜チームシンカリオ
ン＞の戦いが再び幕を開ける――！！突然の敵の攻撃により父・ホクトが行方不明になってしまい、不安を隠せないハヤト。そこ
に現れたのは、なんと時空を超えてやってきた“９歳のホクト”だった！光の粒子に包まれてタイムスリップしてきた＜少年ホク
ト＞は、地球を守るため、そして元の世界に戻るため、最新技術を結集し完成した「シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ」の運転士になる
ことを決心する。二人の想いとともに、各支部から集結した＜チームシンカリオン＞は宇宙最強の敵に立ち向かう！
チームシンカリオンは日本の平和と安全を守ることができるのか！ハヤトは父・ホクトと再会することができるのか！？

※画像掲載は、
【©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019】を必ずご記載ください。
※ポスター画像掲載の際は、【©カラー】も必ずご記載ください。
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019
© ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

©カラー

© Crypton Future Media,INC.
※本リリースの画像は、すべてイメージです。

