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東日本旅客鉄道株式会社 
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鉄道開業 150 年 

「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（53
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電車特急篇）」を開催します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概要 

⑴ 開催期間 

2023 年１月 13日(金)～３月６日(月)  
 

⑵ スタンプ設置時間 

初電から終電まで 

※最終日（３月６日）のみ 16時 00 分まで 

 

⑶ スタンプ設置駅（全 26 駅） 

スタンプ設置駅を【エリア①】・【エリア②】・【エリア③】の３つのエリアに分けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エリア①】北朝霞駅、東川口駅、南越谷駅、吉川美南駅、川口駅、浦和駅、南浦和駅、戸田公園駅、武蔵浦和駅（全９駅） 

【エリア②】さいたま新都心駅、大宮駅、蓮田駅、久喜駅、古河駅、川越駅、鴻巣駅、熊谷駅（全８駅） 

【エリア③】小山駅、小金井駅、宇都宮駅、宝積寺駅、那須塩原駅、黒磯駅、日光駅、栃木駅、下館駅（全９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、電車特急のヘッドマークに初めてイラストが入るようになった昭和 53 年 

10 月のダイヤ改正（通称：ゴーサントオ）をテーマにした『鉄道開業 150 年「鉄分補給！ヘッドマーク

スタンプラリー（53.10 電車特急篇）」』を開催します。 

○３つのエリアに分かれた全 26 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、数量限定でオリジナル巾着をプレゼントします。 

○全 26 駅をコンプリートして、大宮駅構内にある鉄道グッズ専門店の「GENERAL STORE RAILYARD」に 

ご提示いただくと、数量限定でコンプリート記念硬券（台紙付き）をプレゼントします。 

さらに、専用はがきにてご応募いただくと、抽選で鉄分補給グッズ・賞品をプレゼントします。 

○同時期に開催する「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」とコラボしたイベントを２月 11日（土）・

12 日（日）の２日間、大宮駅で実施します。 

○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。 



⑷ 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 500 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巾着を 

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】エリア①：NewDays 川口中央（川口駅改札外） 

エリア②：NewDays 久喜（久喜駅改札内）   

エリア③：NewDays 宇都宮中央（宇都宮駅改札外）  

 

③ ３つのエリアを達成したら大宮駅へ！ 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 26 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。 

※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 
 

さらに、コンプリート賞と一緒にお渡しする専用応募ハガキにて、「コンプリート抽選賞品」にご応募

いただくと、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 

Ａ 列車行先札（１枚） 

10 名様 

 

 

 

Ｂ 485 系初期形Ｎゲージ（先頭

車 1両・オリジナルケース付） 

30 名様 

Ｃ オリジナル時刻表（３月号） 

50 名様 

Ｄ オリジナルタンブラー 

30 名様 

 

 

 

Ｅ JRE POINT 3,000 ポイント 

50 名様 

 

【賞品応募締切】2023 年３月 10 日（金）当日消印有効 
 
※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。また、応募にかかる費用はお客さま負担となります。 
※賞品の写真は実物と異なる場合があります。また、賞品の交換・変更はできません。 

※賞品Ａは実際に使用していたもの（予備品含む）であり、一部損傷・汚れ等があります。 
※賞品Ａの写真は一例です。数種類の行先札を用意しておりますが、いずれもお選びいただくことはできません。 
※賞品Ｅ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。 

※賞品Ｅで付与するポイントは、2023 年７月末までの期間限定ポイントです。 
※当選の発表は賞品の発送またはポイントの付与をもってかえさせていただきます（2023 年３月中旬以降発送予定）。 

（エリア①：赤色、エリア②：青色、エリア③：緑色） 

 さらに 

スタンプ欄 

コンプリート記念硬券・台紙  

※一例です 

オリジナル巾着 



２ 大宮駅イベント「ヘッドマークスタンプラリー×懐かしの駅スタンプラリー」開催 

実物のヘッドマークを展示するほか、鉄道グッズ・駅弁の特設販売や「懐かしの駅スタンプラリー」 

関連アイテムの展示などを実施します。 

  【開催日時】2023 年２月 11 日(土)・12 日(日)  各日 10時 00 分～16時 00 分 
※鉄道グッズ販売：11 日は 18 時 00 分まで、12 日は 17 時 00 分まで 

※駅弁販売：両日とも 18 時 00 分まで（売切れ次第終了） 
 

【場  所】大宮駅東西連絡通路 

 

 

 

 

 

 
 

※「懐かしの駅スタンプラリー」の詳細は公式ウェブサイト（https://www.toretabi.jp/pr/natsueki/） 
 でご確認ください。 

 

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るものもございますので予めご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヘッドマークマウスパッド】 【ヘッドマーク定規】 

【ヘッドマーク キーホルダー】 

【ヘッドマークカプチーノ】       

【ヘッドマークスタンプ】 

660 円（税込） 

1,200 円（税込） 

880 円（税込） 

デスク周りを輝かせる 
マウスパッド。その日
の気分で変えてみると
気分上昇！！ 
ヘッドマークのクラシ
ックなデザインは飾っ
ても様になります。 

550 円（税込） 

人気のヘッドマークを、
手の中に収まるミニス
タンプにしました！ 
往年の特急がノートに
よみがえります！ 

昔懐かしい特急列車の
ヘッドマークでデザイ
ンされたクラシックな
定規。旅の想い出とと
もに、作業効率 UP！！
間違いなし。 

880 円（税込） 

JR 東日本の新幹線に愛称
が引き継がれた特急列車の
ヘッドマークや、JR 東日本
大宮支社に縁のある列車の
ヘッドマークやテールマー
クがデザインされた 3 種類
をご用意しました。 

■È PRONTO ルミネ大宮店  

【とちぎ霧降高原牛めし】 
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） 

【展示協力：鉄道博物館】 

■NewDays 川口中央、NewDays 久喜、NewDays 宇都宮中央 

 

■GENERAL STORE RAILYARD（大宮駅北改札外） 

数量限定 

各日数量限定 

鉄道グッズ販売 

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！ 

（10 時 00 分頃～販売開始） 

【表】 

【裏】 

495 円（税込） 

ミルクのコクとほんのりとした甘みが口の中にじわりと広がるやさしい 
味わいのカプチーノ。ヘッドマークスタンプラリーの期間限定商品として、 

ふわふわフォームミルクの表面にヘッドマークデザインのカプチーノを 
ご用意しました。 
ご注文されたお客さま先着 300 名様に、オリジナルコースタープレゼント！ 

※予告なく販売休止・内容変更する場合があります。 
※ヘッドマークの図柄は選べませんので予めご了承ください。 
※テイクアウトも可能です。 

数量限定 

数量限定 

JR 東日本商品化許諾申請中 

JR 東日本商品化許諾申請中 

JR 東日本商品化許諾申請中 

JR 東日本商品化許諾申請中 



４ 「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（53.10 電車特急篇）」の最新情報について 

⑴ 「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（53.10 電車特急篇）」公式ウェブサイト 

  https://www.toretabi.jp/railway_info/HMstamprally.html 

  スタンプラリー参加中の列車内でもお楽しみいただけるよう、今回使用しているヘッドマークの豆知識 

 等を紹介します。 

 

⑵ Twitter 公式アカウント（＠jre_headmark）開設 

  https://twitter.com/jre_headmark 

  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、スタンプ設置駅やゴール店舗のある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。 

 
 
  



【参考】ヘッドマーク一覧 

 

 

特急 みちのく 特急 ゆうづる 特急 あずさ 特急 つばさ 特急 やまびこ 特急 あまぎ 

北朝霞駅 東川口駅 南越谷駅 吉川美南駅 川口駅 南浦和駅 

改札出て正面 改札出て左 
話せる指定席 

券売機付近 改札出て左 改札出て右 改札出て正面 

      

特急 やまばと 特急 わかしお 特急 はくつる 特急 北越 特急 さざなみ 特急 いなほ 

浦和駅 戸田公園駅 武蔵浦和駅 さいたま新都心駅 大宮駅 蓮田駅 

みどりの窓口前 改札出て正面 改札出て右 改札出て左 
中央改札(北)外 

鉄道警察横 
改札出て右 

      

特急 白山 特急 新雪 特急 白根 特急 とき 特急 はくたか 特急 そよかぜ 

久喜駅 古河駅 川越駅 鴻巣駅 熊谷駅 小山駅 

改札出て右 改札出て左 改札出て左 みどりの窓口前 
在来線改札外 

みどりの窓口横 
みどりの窓口前 

      

特急 白鳥 特急 ひばり 特急 はつかり 特急 あいづ 特急 あやめ 特急 しおさい 

小金井駅 宇都宮駅 宝積寺駅 那須塩原駅 黒磯駅 日光駅 

改札出て左 2F 西口出入口付近 改札出て左 みどりの窓口内 改札出て左 改札出て左 

      

特急 あさま 特急 ひたち 

栃木駅 下館駅 

改札外 自動改札横 
改札出て正面 

入口付近 

  

 

 

エリア① エリア② エリア③ ※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 


