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「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（東日本篇）」を開催します 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

（１）開催期間 

2021 年 10 月１日(金)～11 月 14 日(日)  
 

（２）スタンプ設置時間 

      初電から終電まで 

※最終日（11 月 14 日（日））のみ 16 時 00 分まで 

 

（３）スタンプ設置駅（全 25 駅） 

    スタンプ設置駅を「関東」・「北信越」・「東北」それぞれの地方を走行していた列車で、【レッド

エリア 関東ヘッドマーク】・【ブルーエリア 北信越ヘッドマーク】・【グリーンエリア 東北ヘッ

ドマーク】の３つのエリアに分けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レッドエリア 関東ヘッドマーク】さいたま新都心駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、川口駅、東川口駅、南越谷駅、越谷レイクタウン駅、吉川美南駅（全９駅） 

【ブルーエリア 北信越ヘッドマーク】栗橋駅、久喜駅、蓮田駅、大宮駅、川越駅、北朝霞駅、武蔵浦和駅、戸田公園駅（全８駅） 

【グリーンエリア 東北ヘッドマーク】黒磯駅、那須塩原駅、宝積寺駅、宇都宮駅、日光駅、小金井駅、小山駅、古河駅（全８駅） 

  

スタンプ台紙 

スタンプの一例（※スタンプは単色） 

○ＪＲ東日本大宮支社では、東日本エリアのレトロで懐かしい列車の「ヘッドマーク」をスタンプの 

デザインにした「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（東日本篇）」を開催します。 

○３つのエリアに分かれた全 25 駅のスタンプをエリアごとに集めて、賞品引換箇所でお買い物を 

していただくと、オリジナルチャックケースをプレゼントします。さらに、３つのエリアをコンプ

リートすると、抽選で鉄分補給グッズ・賞品をプレゼントします。 

○10 月９日（土）・10日（日）の２日間、鉄分たっぷりのイベントを大宮駅で開催します。また、 

スタンプラリー期間中は、ヘッドマークに関連したオリジナルメニューや鉄道グッズを販売します。 



（４）参加方法・賞品 

①スタンプ台紙を入手してスタンプを集めよう！ 

スタンプ台紙は、ＪＲ東日本の首都圏の主な駅に設置しています。 

エリアごとに分かれた「スタンプ欄」に、列車名に合わせた 

ヘッドマークスタンプを押印してください。 
 

②まずはエリア達成を目指そう！ 

エ リ ア 達 成 賞 

１つのエリアの全てのスタンプを集めて、指定した賞品引換箇所の 

NewDays で Suica 等の交通系電子マネーを使って 300 円（税込） 

以上のお買い物をしていただくと数量限定でオリジナルチャック 

ケースをプレゼントします。 
※お会計時に押印済みのスタンプ台紙をご提示ください。 
※賞品の引き換えはエリアごとにお１人さま 1回とさせていただきます。 

※賞品は数に限りがあります（先着順）。予めご了承ください。 

【賞品引換時間】10 時 00 分～21時 00 分 

【賞品引換箇所】レッドエリア（関東ヘッドマーク）：NewDays 南浦和（南浦和駅改札外） 

ブルーエリア（北信越ヘッドマーク）：NewDays 久喜（久喜駅改札内）   

グリーンエリア（東北ヘッドマーク) ：NewDays 宇都宮中央（宇都宮駅改札外）  

 

③３つのエリアを達成して鉄道のまち大宮へ！ 記念硬券をゲット！さらに抽選賞品に応募しよう！ 

コンプリート賞 

３つのエリア（全 25 駅）のスタンプを集めて、大宮駅構内にある鉄道グッズ専門店の 

GENERAL STORE RAILYARD（大宮駅北改札外）にスタンプ台紙をお持ちいただくと、もれなく 

「コンプリート記念硬券（台紙付き）」をプレゼントします。 
※３つのエリア全てのエリア達成賞品を引き換えた方が対象となります。 
※記念硬券にダッチングマシンで日付が入れられます。日付の打刻体験はご自身で行っていただきます。 

【賞品引換時間】10 時 00 分～21時 00 分 
 

さらに、記念硬券の台紙に記載の二次元バーコードから専用応募サイトにアクセスしていただくと、 

「コンプリート抽選賞品」にご応募いただけます。抽選で以下の鉄分補給グッズ・賞品をプレゼントし

ます。 

コンプリート抽選賞品 

Ａ185 系行先表示幕 

（１ロール）３名様 

 

 

 

Ｂ列車行先札（１枚）10 名様 Ｃ185系Ｎゲージ（先頭車 1両・

オリジナルケース付）30 名様 

Ｄオリジナルマグカップ 

30 名様 

 

 

Ｅ鉄道の顔 

カードゲーム 

20 名様 

ＦJRE POINT 

3,000 ポイント 

50 名様 

【賞品応募締切】2021 年 11 月 19 日（金）23時 59 分まで 
 
※各賞品引換箇所の営業日・営業時間は新型コロナウイルス感染症の影響により予告なく変更となる場合があります。※応募にかかる

費用や通信費はお客さま負担となります。※二次元バーコードへはお手持ちのスマートフォンからアクセスください。ただし、一部ア
クセスできない端末もあります。※キャンペーン期間中、賞品の応募はお一人さま１回までとなります。※１つの応募シリアルナンバ
ーにつき１回の応募となります。※賞品の写真は実物と異なる場合があります。※賞品の交換はできません。※Ａ、Ｂの賞品は実際に

使用していたもの（予備品含む）であり、傷や汚れがある場合があります。※Ｂの賞品の写真は一例です。数種類の行先札を用意して
います。いずれもお選びいただくことはできません。※Ｆの賞品をお選びいただいた方はお持ちの記名式 Suica やモバイル Suica を
JRE POINT に会員登録していただく必要があります。※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（2021 年 11 月下旬

発送予定）。 

スタンプ欄 

オリジナルチャックケース  

（レッドエリア：赤色、ブルーエリア：青色、グリーンエリア：緑色） 

※一例です 

 さらに 

コンプリート記念硬券・台紙  



２ 「ヘッドマークスタンプラリーイベント in 大宮駅」開催 

  実物ヘッドマークの展示や、鉄道グッズ・駅弁の特設販売、鉄道博物館のＰＲコーナー、お子さま向け 

駅内ミニイベントなどを実施します。 

  【開催日時】2021 年 10 月９日(土)・10 日(日)  各日 10時 00 分～16時 00 分 
※鉄道グッズ販売：９日は 18時 00 分まで、10 日は 17 時 00 分まで 

※駅弁販売：両日とも 18 時 00 分まで（売り切れ次第終了） 
 

【場  所】大宮駅東西連絡通路 

 

 

 

 

 

 
 

３ スタンプラリー期間中のお楽しみ！鉄分補給できるオリジナルメニューや、鉄道グッズの販売 

※商品により取扱店舗が異なります。商品は数に限りがありますので予めご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヘッドマーク カクテル】 

【IC カードケース】 

【ヘッドマーク スマホキーリング】 

396 円（税込） 

濱文様エキュート大宮店限定商品。

鉄道のまち大宮を走る新幹線がデ
ザインされた人気の絵てぬぐい。 

 

ヘッドマークをイメージしたカクテルが登場。 

ご注文いただいたお客さまにはオリジナル 
コースターがついてくる！ 
カクテルの販売は 17 時 00 分～（全日） 

※予告なく販売休止・内容変更する場合があります 

638 円（税込） 

1,000 円（税込） 

オリジナルコースター ミドリオレンジ 

（いなほ） 

ストロベリーミルク 

（ゆうづる） （あさま） 

（しおさい） 

キューバリブレ 

ミドリモヒート マリブサーフ 

（とき） 

（あまぎ） 

1,430 円（税込） 

落下防止やスタンド代わりの角度調節が
可能。安心・快適なスマホ生活にどうぞ！ 

1,100 円（税込） 

ヘッドマーク柄の IC カードケース

にSuicaを入れて毎日改札をスイス
イ通っちゃおう！ 

 

人気のヘッドマークが全６種類。 
ポケットに収まるジャストサイズで 

使いやすい。 
 

【絵てぬぐい 新幹線大集合】 

【ヘッドマーク ハンカチ(小)】 

1,320 円（税込） 

1 日限定 100 個 

数量限定 

青 い サ ン ゴ  礁 

大宮辨當をヘッドマークスタンプ
ラリー版としてオリジナルスリー
ブで限定販売！  

（12 時 00 分頃～販売開始） 
 

【ヘッドマーク マウスパッド】 

770 円（税込） 

その日の気分で変えてみると作業 
効率も UP！クラシックなデザイン 
は、飾ってもさまになります。 

 

【ヘッドマーク 巾着(大)】 

1,430 円（税込） 

RAILYARD 開業当初の人気商品だった 
限定オリジナル巾着がたくさんの声を 

いただき復活！ 
 

数量限定 

■Railway Club 大宮店（大宮駅南改札外）  

■GENERAL STORE RAILYARD（大宮駅北改札外） 

 

■NewDays 南浦和、NewDays 久喜、NewDays 宇都宮中央、GENERAL STORE RAILYARD（大宮駅北改札外） ■濱文様エキュート大宮店（大宮駅南改札内） 

【大宮辨當
おおみやべんとう

         】 
ヘッドマークスタンプラリー 
オリジナルスリーブ 
 

展示予定の実物ヘッドマーク（一例） 



４ Twitter 公式アカウント（＠jre_headmark）の開設 

  スタンプラリー期間中、イベントのお知らせや賞品在庫情報等を発信します。 

 

５ 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

・スタンプ本体やスタンプ台の定期的な消毒・清掃を実施します。 

・スタンプ台周辺に、手指用アルコール消毒液を設置します。 

・マスク着用や手洗い、うがい、消毒、ソーシャルディスタンスの確保等の感染拡大防止について 

ポスターや構内放送等によりお客さまへのご理解、ご協力の呼び掛けを行います。 

 

※画像・写真はすべてイメージです。 

※スタンプラリーの参加は無料ですが、スタンプ設置駅までの運賃等はお客さま負担となります。 

※イベント内容等は、予告なく変更・中止する場合があります。 

※詳しくは JR 東日本の首都圏の主な駅で配布するスタンプ台紙をご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

特急 あかぎ 特急 ひたち 臨時急行 シュプール白馬 新特急 なすの 特急 しおさい 

さいたま新都心駅 浦和駅 南浦和駅 蕨駅 川口駅 

改札出て左 みどりの窓口前 改札出て左 みどりの窓口前 改札出て右 

     

特急 踊り子 特急 谷川 臨時特急 はまかいじ 特急 あまぎ 特急 とき 

東川口駅 南越谷駅 越谷レイクタウン駅 吉川美南駅 栗橋駅 

改札出て左 みどりの窓口内 改札出て左 改札出て左 改札出て左 

     

特急 かいじ 特急 みのり 特急 いなほ 寝台特急 北陸 特急 はくたか 

久喜駅 蓮田駅 大宮駅 川越駅 北朝霞駅 

改札出て右 改札出て右 中央改札(北)外 
鉄道警察横 改札出て左 みどりの窓口前 

     

特急 あずさ 特急 あさま 特急 つばさ 寝台特急 出羽 寝台特急 鳥海 

武蔵浦和駅 戸田公園駅 黒磯駅 那須塩原駅 宝積寺駅 

改札出て右 改札出て正面 改札出て左 みどりの窓口内 改札出て左 

     

寝台特急 あけぼの 寝台特急 北斗星 寝台特急 カシオペア 特急 ひばり 寝台特急 ゆうづる 

宇都宮駅 日光駅 小金井駅 小山駅 古河駅 

２Ｆ西口出入口付近 改札出て左 改札出て左 みどりの窓口前 改札出て左 

     

レッドエリア ブルーエリア グリーンエリア 凡例：上段から列車名・スタンプ設置駅・スタンプ設置場所・ヘッドマーク図柄 

【参考】ヘッドマーク一覧 


