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宇宙世紀の伝説が今、ＪＲ東日本に蘇る！
「ＪＲ東日本 機動戦士ガンダムスタンプラリー あなたならできるわ。」を開催します
〇ＪＲ東日本は、「ＪＲ東日本 機動戦士ガンダムスタンプラリー あなたならできる
わ。」を開催します。全６５駅に設置する「機動戦士ガンダム」「機動戦士Ｚガンダ
ム」等に登場する人気キャラクターのスタンプを集めた方に、「全駅達成オリジナ
ルガンプラ［１／１４４ ＲＸ－７８－２ Ｅ２３５ガンダムＪＲ東日本専用機 Ｖｅｒ.］」
をプレゼントします。
〇そのほか、９駅分のスタンプを集めた方、９駅分のスタンプとゴール店舗でお買
い物いただいた方、スタンプラリー開催期間中にエキナカ・エキソト店舗で販売
する「ガンダムグルメ」を食べてシールを５枚集めた方にも、それぞれプレゼント
をご用意しています。
〇「機動戦士ガンダム」は、２０１９年で放送開始４０周年、２０２０年にはガンプラ
発売４０周年を迎えます。ガンダムファンにとって節目となるこの冬、全６５駅に
掲出するアニメや映画の名シーンを眺めながら、全６５駅のスタンプラリーを
お楽しみください。

メインビジュアル（イメージ）

１ 開催概要
⑴ 開催期間
２０２０年１月９日（木）～２月２７日（木）
※ 賞品の引換えは２０２０年１月９日（木）～２月２８日（金）となります。
⑵ スタンプ設置時間
初電から終電まで
※ 渋谷駅は５：３０～０：３０、金町駅は７：００～２０：００となります。
２ スタンプラリー参加方法
⑴ スキーム図

(C) 創通・サンライズ

⑵ スタンプラリー紹介
① スタンプ設置駅でスタンプ帳を手に入れよう
スタンプ設置駅（全６５駅）でスタンプ帳を入手し、駅を回ってスタンプを集めていただきます。
スタンプを押す順番に指定はありませんが、スタンプ帳は１人１冊でお願いします。
② ９駅分のスタンプを集め、ゴール店舗へ！
９駅分のスタンプを集め、１２箇所あるゴール店舗にスタンプ帳をお持ちいただくと、９駅達成
賞品「オリジナルステッカー」をプレゼントします。さらに、ゴール店舗にてＳｕｉｃａ等の交通系電
子マネーを使って５００円（税込）以上お買い物いただくと、「オリジナル名シーンカード」をプレ
ゼントします。
③ 全６５駅のスタンプを集め、東京駅の特設ゴールカウンターへ！
全６５駅分のスタンプを集め、東京駅の特設ゴールカウンターにスタンプ帳をお持ちいただくと、
「全駅達成オリジナルガンプラ［１／１４４ ＲＸ－７８－２ Ｅ２３５ガンダムＪＲ東日本専用機 Ｖｅ
ｒ.］」をプレゼントします。
④ スタンプを集めながら、グルメラリーも楽しもう！
対象店舗にて、スタンプラリー開催期間限定の「ガンダムグルメ」をお召し上がり（ご購入）い
ただいた方にお渡しするシールを５枚集め、スタンプ帳に貼って東京駅の特設ゴールカウンタ
ーにお持ちいただくと、「オリジナル缶バッジ」をプレゼントします。シールの配布は２月２７日
（木）までです。
※ 各賞品は数量限定（先着順）、お渡しはお１人につき１個とさせていただきます。
多くのお客さまに楽しんでいただくために、全駅達成賞品のお引換え時に当スタ
ンプラリーオリジナル（ハロ）のハンドスタンプの確認と押印をいたします。
ハンドスタンプ（イメージ）

３ スタンプラリーのポイント
⑴ スタンプに登場する個性豊かなキャラクターたち！
「機動戦士ガンダム」シリーズの５作品（※）に登場する魅力的な人物やモビルスーツ等をスタンプ
のイラストに起用しています。キャラクターは、各駅からの希望を基に抽選を行い決定しました。
また、各駅のスタンプ台には、設置するキャラクターの名シーンや名セリフとともに、駅からの熱
いメッセージも掲載していますので、ぜひご注目ください！
※ 対象象の５作品
「機動戦士ガンダム」「機動戦士Ｚガンダム」「機動戦士ガンダムＺＺ」
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」「機動戦士ガンダムＵＣ」
⑵ 賞品は当スタンプラリーのみで入手できるオリジナル！
賞品は、当スタンプラリーのみで入手できるオリジナルのガンダムグッズです。ＪＲ東日本ならで
はのデザインをお楽しみください。いずれも数量限定（先着順）です。
⑶ 公式ＷＥＢサイトでスタンプラリーをもっと楽しくスムーズに！
公式ＷＥＢサイトでは、各駅のスタンプ設置場所や、オリジナルのガンダムグルメの種類や購入
いただける店舗の情報をご確認いただけます。また、スタンプラリーの開催期間限定でＴｗｉｔｔｅｒの公
式アカウントも開設し、人気メニューの紹介や、賞品の在庫状況についての情報配信を行います。
※ 公式 WEB サイト： https://www.jreast.co.jp/gsr2020/
※ Twitter 公式アカウント： https://twitter.com/gsr2020jre
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４ スタンプ設置駅・ゴール店舗・特設ゴールカウンター
⑴ スタンプ設置駅（６５駅）
山手線エリアを中心としたＪＲ東日本６２駅＋東京モノレール３駅
⑵ ゴール店舗（１２店舗）
ＮｅｗＤａｙｓ：グランスタ丸の内南口店、大井町中央口改札外店、市ヶ谷店、代々木店、
西荻窪店、上野入谷改札外店、赤羽店
ベックスコーヒーショップ：アトレ大森店、高円寺店、王子店、亀有店
Ｒ・ベッカーズ：池袋東口店
【引換時間】 各店舗の営業時間内
⑶ 特設ゴールカウンター（１箇所）
東京駅 丸の内地下南口改札外 動輪の広場
【設置期間】 ２０２０年１月９日（木）～２月２８日（金）
【引換時間】 １４：００～２０：００
⑷ エリアマップ

※ 各駅のスタンプとゴール店舗、特設ゴールカウンターは、改札の外（一部除く）にあります。スタン
プラリーにご参加いただくには、それぞれの駅までのきっぷ（乗車券）またはＳｕｉｃａ等が必要です。
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５ 賞品
⑴ 全駅達成賞品
「全駅達成オリジナルガンプラ
［１／１４４ ＲＸ－７８－２ Ｅ２３５ガンダムＪＲ東日本専用機 Ｖｅｒ.］」
全６５駅のスタンプを集めた方には、当スタンプラリーのために
制作したオリジナルガンプラをプレゼントします！
各パーツには予め彩色が施されており、オリジナルのデカール
（装飾シール）を貼れば、山手線Ｅ２３５系を再現したＪＲ東日本専
用機が完成します。パッケージももちろんオリジナルです。ガンプ
ラ発売４０周年のロゴに加え、当スタンプラリー用に書き起こした
イラスト入りのデザインをお楽しみください。
※ 数量限定（先着順）となりますので予めご了承ください。

全駅達成オリジナルガンプラ
［１／１４４ ＲＸ－７８－２ Ｅ２３５ガンダムＪＲ東日本専用機 Ｖｅｒ.］

パッケージ（イメージ）

山手線 Ｅ２３５系

（イメージ）

⑵ ９駅達成賞品「オリジナルステッカー」（全１種類）
９駅分のスタンプを集めた方には、当スタンプラリー用に書き起こしたイラ
ストを中央に配したステッカーをプレゼントします！当スタンプラリーのメイン
ビジュアルと同様に、地球を飛び出して宇宙を走る山手線Ｅ２３５系のイラス
トもお楽しみいただけます。
※ 数量限定（先着順）となりますので予めご了承ください。

オリジナルステッカー（イメージ）

⑶ ９駅達成＆Ｓｕｉｃａでお買い物特典
「オリジナル名シーンカード」 （全６種類）
９駅分のスタンプを集め、さらにゴール店舗にてＳｕｉｃａ等
の交通系電子マネーを使って５００円（税込）以上お買い物
いただいた方には、名シーンがプリントされたオリジナルの
カードをプレゼントします。
カードは全６種類で、引換えるゴール店舗によって種類が
異なります。スタンプラリーの対象５シリーズに登場するあの
名シーン・名セリフがカードの上に蘇ります！セリフはカード
を受け取ってからのお楽しみ！また、カードの裏面をつなげ
ると１つの絵が完成します。どんな絵が完成するか、ぜひ集
めてみてください。
※ 数量限定（先着順）となりますので予めご了承ください。
※ お渡しは１種類につきお１人１枚となります。
オリジナル名セリフカード（イメージ）
※ 一部対象外の商品・サービスがございます。
※ 各ゴール店舗で利用できない交通系電子マネーは対象外です。
※ カードの種類とそれぞれ引換え可能なゴール店舗は、以下表の通りです。
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カードの種類
Ａカード
アムロ・レイ（Ｕ．Ｃ．００７９）
Ｂカード
カミーユ・ビダン（Ｕ．Ｃ．００８７）
Ｃカード
ジュドー・アーシタ（Ｕ．Ｃ．００８９）
Ｄカード
アムロ・レイ（Ｕ．Ｃ．００９３）
Ｅカード
バナージ・リンクス（Ｕ．Ｃ．００９６）
Ｆカード
シャア・アズナブル（Ｕ．Ｃ．００７９）

ゴール店舗
ＮｅｗＤａｙｓ
ベックスコーヒーショップ
グランスタ丸の内南口店
亀有店
ＮｅｗＤａｙｓ
ＮｅｗＤａｙｓ
大井町中央口改札外店
西荻窪店
ＮｅｗＤａｙｓ
ベックスコーヒーショップ
代々木店
王子店
ＮｅｗＤａｙｓ
R・ベッカーズ
市ヶ谷店
池袋東口店
ＮｅｗＤａｙｓ
ベックスコーヒーショップ
上野入谷改札外店
高円寺店
ＮｅｗＤａｙｓ
ベックスコーヒーショップ
赤羽店
アトレ大森店

⑷ グルメラリー達成賞品「オリジナル缶バッジ」（全１種類）
対象店舗にてスタンプラリー開催期間限定「ガンダムグルメ」
を食べて、シールを５枚集めた方にプレゼントします。缶バッジ
は、当スタンプラリーのために書き起こしたオリジナルデザイン
に、ホログラムが入った直径７６ｍｍのビッグサイズ！
※ 数量限定（先着順）となりますので予めご了承ください。

オリジナル缶バッジ（イメージ）

６ 「ガンダムグルメ」の紹介
ＪＲ東日本のエキナカ・エキソト店舗では、スタンプラリー開催期間限定で、「機動戦士ガンダム」シリ
ーズに登場するキャラクターをモチーフにした飲食メニュー等の「ガンダムグルメ」を取りそろえてお客さ
まをお迎えします。グルメラリーと合わせて、ぜひお楽しみください！
⑴ 販売期間：２０２０年１月９日（木）～２月２８日（金）
※ 一部販売期間が異なる商品があります。
※ グルメラリーのシール配布は２月２７日（木）までとなります。
⑵ 販売店舗：商品により取扱い店舗が異なります（販売時間は対象店舗の営業時間に準じます）
※ いずれのメニューも数に限りがありますのでご了承ください。
※ 詳しくはスタンプ帳、公式ＷＥＢサイト、Ｔｗｉｔｔｅｒ公式アカウントをご覧ください。
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（メニューの一例）

【TOKYO 豚骨 BASE MADE by 一風堂】

【東京じゃんがら】

【Ｒ・ベッカーズ 池袋東口店】

豚骨！赤い彗星～３倍辛ラーメン

追撃！黒い三連星のドムつけ麺

シャア専用 タピオカ入り

１，１００円（税込）/１日限定３０食

１，１００円（税込）/１日限定３０食

ブラッドオレンジレモネード（Ｍ／Ｌ）

この辛さの豚骨なんて…。

君は黒い三連星の

Ｍ：５３０円（税込）Ｌ：５８０円（税込）

通常の三倍の辛さで口に接近します！

「黒七味」、「岩海苔」、「叉焼」の

／１日限定５０杯

味噌とにんにくで味付けした

つけ汁ジェット・ストリーム・アタックに

真っ赤なブラッドオレンジは

豚バラ肉を器中央に盛り付けた

耐えられるか？！

まるで赤い彗星のシャア！

「肉盛り」と特製辛味噌をトッピング。

（上野駅改札内、秋葉原駅改札内）

タピオカは銃弾を！

シャ、シャアだ…赤い豚骨だ！

「当たらなければ・・どうということはない！」

（品川駅改札内エキュート品川サウス内、

これで君もシャアだ！

赤羽駅改札内）

（池袋駅東口改札外）

【とんかつ まい泉】

【まめぐい】

【Ｆａｉｒｙｃａｋｅ Ｆａｉｒ】

たっぷりロースの生姜焼き重

ハロまめぐい/プリントボーロ

ベイクド ハロ ５個入

１，５００円（税込）／１日限定２５食

各５５０円（税込）／期間限定各９００個

１，８００円（税込）／１日限定２０箱

とんかつまい泉だけど、「かつとは違う」

食べるのがもったいない！

刻んだチョコレートをたっぷり入れた

生姜焼き重が登場。

ガンダムキャラクターがプリントされたボーロ

カップケーキをハロデザインにアレンジ！

グフと目が合うパッケージ仕様は

と、包めばハロになるオリジナルのまめぐい

箱の中に５機。

まい泉が一番こだわったポイント。

が登場！単品でもセットでも楽しめる、

思わず漏れてしまう

このフェアのためだけに作られた

まめぐいの力作。

「ハロ オイシイ オイシイ」。

オリジナル弁当をいざ実食。

※１月中旬より販売予定

（東京駅 グランスタ 改札内）

（東京駅 グランスタ 改札内）

（東京駅 グランスタ 改札内）
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【ＡＣＯＲＮ】

【Ｗａ‘ｓ ｓａｎｄｗｉｃｈ（ニュウマン新宿）】

【GUNDAM Café】

和牛ステーキザクバーガー

シャア専用

名セリフピザ～スタンプラリー編～ シャア ver.

３，４９８円（税込）/１日限定５食

「ザクのパストラミフォカッチャ」

１，３２０円（税込）

バーガーのバンズでザクの頭を作り

５９４円（税込）/１日限定２０食

あの名シーンがピザとなって甦る！？

和牛の肉を挟みました。

シャア専用ザクをパストラミビーフ、

スタンプラリー特別編★

ポテトサラダのエンブレムがオシャレ♡

ハムサラダ、パプリカなど赤とピンクの

シャアの名セリフピザが登場！

（東京駅 グランルーフ フロント 改札外）

食材をたっぷり挟んだフォカッチャで

チーズがおいしいシンプルな薄焼ピザにセリフ

表現しました！

もスタンプラリー仕様です。

（新宿駅 ニュウマン新宿 2F エキナカ）

（秋葉原駅 ガンダムカフェ 秋葉原店）

７ 東日本エリアの新幹線駅の対象店舗でも賞品を手に入れよう！
９駅分のスタンプを集め、東北・信越エリアの新幹線停車駅の
対象店舗にてスタンプ帳をご提示いただくと、２０２０年公開予定
の新作映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」オリジナルス
テッカー（全１種類）を、数量限定（先着順）にてプレゼントします。
スタンプラリーをきっかけに東日本の各地に足をお運びください。
(1) 対象店舗
ＮｅｗＤａｙｓ各店（福島西口店、盛岡フェザン店、秋田中央口店、ミニ新潟コンコース１号店、長野店）
⑵ 引換期間
２０２０年１月９日（木）～２月２８日（金） ※引換時間は対象店舗の営業時間に準じます。

【最新情報はこちら】
・公式ＷＥＢサイト： https://www.jreast.co.jp/gsr2020/
・Ｔｗｉｔｔｅｒ公式アカウント： https://twitter.com/gsr2020jre

ＪＲ東日本 ガンダムラリー

検索

主催：東日本旅客鉄道株式会社 協力・監修：株式会社創通／株式会社サンライズ
協力：東京モノレール株式会社、株式会社鉄道会館、株式会社ルミネ、
株式会社ＪＲ東日本リテールネット、株式会社日本レストランエンタプライズ、
ジェイアール東日本フードビジネス株式会社、株式会社ジェイアール東日本都市開発、
株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス
※ 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。
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＜スタンプラリーのご参 加 に便 利 なきっぷ ＞
おトクなきっぷはＳｕｉｃａでもご利用いただけます。２０１９年９月１日
から、新たにＳｕｉｃａで一部のフリーパスタイプのおトクなきっぷをご利用
いただけるようになりました。スタンプラリーをスムーズにお楽しみいた
だくのに大変便利なフリーパスを、ぜひＳｕｉｃａでご利用ください。
※ 定期券をご利用中のＳｕｉｃａ、クレジットカード等と一体となった一
部のＳｕｉｃａ、モバイルＳｕｉｃａ等ではご利用いただけません。
Ｓｕｉｃａ「都区内パス」 イメージ

⑴

都区内パス
東京２３区内(フリーエリア)のＪＲ線の普通列車（快速列車含む）の普通車自由席が、まるごと１日
乗り降り自由なおトクなきっぷです。
① 発売価格：おとな７６０円、こども３８０円
② 発売箇所：東京２３区内のＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口、
びゅうプラザ、および主な旅行会社
③ 発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日までお買い求めいただけます。
※ フリーエリア（東京２３区内）外、および東京モノレール線にもラリー対象駅がございます。
これらの駅をまわる場合には別途運賃等が必要です。

⑵ のんびりホリデーＳｕｉｃａパス
土・日・祝日、および１２月２９日～１月３日に、フリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速列車含む）
普通車自由席と東京モノレール線、りんかい線がＳｕｉｃａで乗り降り自由です。
① 発売価格：おとな２，６７０円、こども１，３３０円
② 発売箇所：フリーエリア内のＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機、多機能券売機、
自動券売機、みどりの窓口
③ 発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日までお買い求めいただけます。
※ 特急券等を購入すれば、特急列車・普通列車グリーン車も乗車可能です（新幹線は不可）。
⑶ 休日おでかけパス
土・日・祝日、および１２月２９日～１月３日に、フリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速列車含む）
普通車自由席と東京モノレール線、りんかい線が乗り降り自由なおトクなきっぷです。
① 発売価格：おとな２，７２０円、こども１，３６０円
② 発売箇所：フリーエリア内のＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口、
びゅうプラザ、および主な旅行会社
③ 発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日までお買い求めいただけます。
※ 特急券等を購入すれば、新幹線・特急列車・普通列車グリーン車も乗車可能です。
⑷ 東京モノレール沿線お散歩 1day パス
土・日・祝日、および１２月３０日～１月３日に、東京モノレール全線がまるごと１日乗り降り自由で
す。
① 発売価格：おとな７００円、こども３５０円
② 発売箇所：東京モノレール全駅 ※ 自動券売機にてお求めいただけます。
③ 発 売 日：土曜・日曜・祝日 ※ ご利用当日のみ発売しております。前売りは行いません。
※ＪＲ東日本の「おトクなきっぷ」の詳細は、こちらをご覧ください。 https://www.jreast.co.jp/tickets/

(C) 創通・サンライズ

