
 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 １ 月 ２ ０ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

東 京 支 社  
あの日を追いかけて 

「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」を開催します！ 
 

○ＪＲ東日本では、昭和５５年、旅の記念に駅スタンプを収集することを目的として、全国約７４０の国鉄認定

駅に設置された「わたしの旅」スタンプを集めて楽しんでいただく「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」

を開催します。 

○「懐かしの駅スタンプ」は開催期間限定で５０駅に設置します。そのうち、当時の「わたしの旅」スタンプ３４

個を「復刻スタンプ」として復刻するとともに、 スタンプがなかった１６駅は「限定スタンプ」を設置します。 

○パンフレットに１０駅のスタンプを集め、ゴール店舗の NewDays（５店舗）で５００円（税込）以上お買い

物いただくと、数量限定「５０駅踏破用スタンプ帳」と「復刻時刻表風オリジナルノート」をプレゼントします。 

○「５０駅踏破用スタンプ帳」に５０駅全てのスタンプを集めて、ゴール店舗の NewDays（５店舗）に   

ご提示いただくと、数量限定「５０駅踏破記念証」（全４種）をプレゼント。さらに専用応募サイトから応募す

ると、抽選で合計１００名様に「鉄道グッズ」・「JRE POINT」をプレゼントします。 
 

１ 開催概要 

（１） 開催期間 

２０２２年２月１日(火)～３月６日(日)   

始発～終電まで（一部の駅はスタンプ設置時間が異なります） 

詳細は、公式ウェブサイトをご覧ください。 

   https://www.toretabi.jp/pr/natsueki/ 

※賞品の引換えは３月７日(月)各ゴール店舗の営業時間内まで 

（２） スタンプ設置駅 

全５０駅（首都圏エリアのＪＲ東日本４８駅と東京モノレール２駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上野駅・馬喰町駅（復刻スタンプ）】 

パンフレットイメージ 



（３） 参加方法 

① パンフレットを手に入れよう！ 

ＪＲ東日本の首都圏の主な駅に設置するパンフレットを入手し、「懐かしの駅スタンプ」を集めていただきます。 

首都圏のＪＲ東日本の４８駅と東京モノレール２駅の計５０駅のうち、１０駅を自由に選択いただき「懐かしの駅

スタンプ」を押印してください。なお、パンフレットはお一人様１冊でお願いします。 

② １０駅の「懐かしの駅スタンプ」を集めゴール店舗へ！（１０駅賞） 

１０駅の「懐かしの駅スタンプ」を集めて、ゴール店舗に指定された NewDays（５店舗）にパンフレットをお持ち

いただき、５００円（税込）以上お買い物いただくと、賞品として「復刻時刻表風オリジナルノート」と 「５０駅踏破

用スタンプ帳」をプレゼントします。（数量限定でお一人様１冊ずつといたします） 

③ ５０駅全ての「懐かしの駅スタンプ」を集めて、ゴールへ！「５０駅踏破記念証」をゲット！さらに抽選賞品に

応募しよう！（５０駅踏破賞） 

５０駅全ての「懐かしの駅スタンプ」を集めて、ゴール店舗に指定された NewDays（５店舗）に「５０駅踏破用 

スタンプ帳」をお持ちいただくと、「５０駅踏破記念証」をプレゼントします。「５０駅踏破記念証」に記載の二次元

コードから専用応募サイトにアクセスしていただくと、「抽選賞品」にご応募いただけます。 

※１０駅達成で集めたスタンプを切り取って「５０駅踏破用スタンプ帳」に貼り付けることも可能です。 

 

 

 

 

 

    ア 応募期間 

      ２０２２年２月１日（火）～３月９日（水）２３時５９分まで 

抽選賞品 

【A】東京総合車両センター謹製 

レプリカミニヘッドマーク 

 

 

 

 

 

５名様 

【B】東京総合車両センター謹製 

鉄道車両オブジェ 

 

 

 

 

 

２０名様 

【C】品川保線技術センター謹製 

カットレール 

 

 

 

 

 

２０名様 

【D】東京総合車両センター謹製 

オリジナルスマホスタンド 

 

 

 

 

 

５名様 

【E】オリジナルマグカップ 

 

 

 

 

 

 

３０名様 

【F】JRE POINT ３,０００ポイント 

 

 

 

 

 

 

２０名様 

  イ 抽選賞品の発送時期 

    ２０２２年３月下旬以降の予定 

※スタンプラリー期間中、応募はお一人様１回限り有効です。抽選賞品の各賞への重複応募はでき 

ません。 

※賞品の写真は実物と異なる場合があります。 

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

※画像はイメージです。 

かつて上野駅を発着し

ていた寝台特急「ゆう

づる」など懐かしい列

車のミニヘッドマーク。

台座付き。全５種。 

（種類は選べません。） 

１０３系など懐かしい車

両を模したプレート型の

鉄道車 両オ ブジェ。 

台座付き。全４種。 

（種類は選べません。） 

線路に使われてい

るレールをカットし

ました。台座付き。 

実際の車両に使

われているものと

同じ金属から作

成したオリジナル

スマホスタンド。 

「 Ｊ Ｒ 東 日 本 

懐かしの駅スタ

ン プ ラ リ ー 」 の 

イラストのマグカ

ップ。 



（４） ゴール店舗一覧（５店舗） 

   引換期間：２０２２年２月１日（火）～３月７日（月）各ゴール店舗の営業時間内 

店舗名 場所 引換時間 

NewDays 赤羽店 赤羽駅 北改札口外 ５時２０分～２４時４０分 

NewDays 上野入谷改札外店 
上野駅 ３階入谷改札外 

      ［パンダ橋口］ 

平日   ６時２０分～２３時１０分 

土曜   ６時２０分～２２時３０分 

日祝   ７時００分～１９時００分 

NewDays 蒲田店 蒲田駅 中央改札外 

平日   ５時５０分～２４時００分 

土曜   ５時５０分～２３時００分 

日祝   ５時５０分～２２時００分 

NewDays グランスタ丸の内南口店 東京駅 丸の内地下南口改札外 
平日   ６時００分～２２時００分 

土日祝 ６時００分～１８時００分 

NewDays 中野南口店 中野駅 南口改札外 土日祝 ６時３０分～２１時３０分 

※各店舗の営業日・営業時間は新型コロナウイルス感染症等の影響等により予告なく変更となる場合があり

ます。最新の情報は、「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（@natsueki55jre）

をご確認ください。 

※１０駅賞の引換に必要なゴール店舗でのお買い物にあたっては、一部対象外のサービスや商品がありま

す。  

１０駅賞「５０駅踏破用スタンプ帳」＆「復刻時刻表風オリジナルノート」 

※画像はイメージです 
５０駅踏破賞「５０駅踏破記念証」 



２ その他 

（１） 「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」の最新情報のご案内 

「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」公式ウェブサイト 

https://www.toretabi.jp/pr/natsueki/ 

「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（＠natsueki55jre） 

https://twitter.com/natsueki55jre 

「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」期間中、賞品在庫等の情報発信を行います。 

（２） スタンプラリーの開催に合わせて「ひみつの平日パス」を設定します 

平日にフリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速含む）普通車自由席と 

東京モノレール線、りんかい線が１日乗り降り自由なおトクなきっぷです。 

発売価格：おとな２,７２０円、こども１,３６０円 

詳細は以下をご確認ください。 

「ひみつの平日パス」特設ウェブサイト 

http://www.jreast.co.jp/tokyo/hi-mitsu_pass/ 

「ひみつの平日パス」公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（＠JREhimitsu） 

https://twitter.com/JREhimitsu 

   ※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/ 

（３） 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

①スタンプ、スタンプ台の定期的な消毒清掃を行います。 

②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。 

③マスク着用や手洗い、うがい、ソーシャルディスタンスの確保等の感染拡大防止対策について、ポスターや

パンフレットへの記載などによりお客さまへのご理解・ご協力の呼びかけを行います。 

（４） ご参加されるお客さまへのお願い 

①咳・発熱等の症状がある方、体調の優れない方は、参加をご遠慮ください。 

②マスクの着用をお願いいたします。 

③会話は控えめにお願いいたします。 

④他のお客さまと適切な距離を確保してください。 

⑤こまめな手洗い、または手指消毒を行ってください。 

 

主催：東日本旅客鉄道株式会社  

協力：株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス、東京モノレール株式会社 

株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 

企画・編集：株式会社ジェイアール東日本企画 

制作・監修：株式会社交通新聞社 

 

※ 「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※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、イベントの内容等は予告なく変更・中止となる場合があります。 

※スタンプラリーへ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。 

※２０２２年１月現在の情報です。 

 

 

  

ポスターイメージ 



 

 

【スタンプラリーのご参加に便利なきっぷの紹介】 

 

（１）都区内パス 

東京２３区内のＪＲ線の普通列車（快速含む）普通車自由席が、 

まるごと１日乗り降り自由。 

発売価格：おとな７６０円、こども３８０円 

発売箇所：ＪＲ東日本のフリーエリア内の主な駅の指定席券売機、 

多機能券売機、自動券売機、みどりの窓口等、 

および主な旅行会社 

※一部お取り扱いしていない箇所もございます。 

発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日まで 

 

（２）ひみつの平日パス 

平日にフリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速含む）普通車 

自由席と東京モノレール線、りんかい線が１日乗り降り自由。 

発売価格：おとな２,７２０円、こども１,３６０円 

発売箇所：ＪＲ東日本のフリーエリア内の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口等、 

および主な旅行会社 

※一部お取り扱いしていない箇所もございます。 

発売期間：２０２２年２月１日(火)～３月４日(金) 

利用期間：２０２２年２月１日(火)～３月４日(金)の平日 

発 売 日：２０２２年２月１日(火)以降、ご利用日の１ヶ月前から当日まで 

※特急券等の購入で新幹線・特急列車・普通列車グリーン車もご利用いただけます。 

※詳細は「ひみつの平日パス」特設ウェブサイト、「ひみつの平日パス」公式 Twitter アカウント 

（＠JREhimitsu）をご確認ください。 

 

（３）のんびりホリデーＳｕｉｃａパス 

土・休日にフリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速含む）普通車自由席と東京モノレール線、 

りんかい線がＳｕｉｃａで１日乗り降り自由。 

発売価格：おとな２,６７０円、こども１,３３０円 

発売箇所：ＪＲ東日本のフリーエリア内の主な駅の指定席券売機、多機能券売機、自動券売機、 

みどりの窓口等 

            ※一部お取り扱いしていない箇所もございます。 

発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日まで 

※特急券等の購入で特急列車・普通列車グリーン車もご利用いただけます。 

※新幹線はご利用いただけません。 

 

（４）休日おでかけパス 

土・休日にフリーエリア内のＪＲ線の普通列車（快速含む）普通車自由席と東京モノレール線、 

りんかい線が１日乗り降り自由。 

発売価格：おとな２,７２０円、こども１,３６０円 

発売箇所：ＪＲ東日本のフリーエリア内の主な駅の指定席券売機、自動券売機、みどりの窓口等、 

および主な旅行会社 

※一部お取り扱いしていない箇所もございます。 

発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日まで 

※特急券等の購入で新幹線・特急列車・普通列車グリーン車もご利用いただけます。 

 
※その他、詳細はＪＲ東日本公式ウェブサイト内のおトクなきっぷのページをご覧ください。 

https://www.jreast.co.jp/tickets/ 

 

 

【別紙】 

※お手持ちのＳｕｉｃａに「都区内パス」

「のんびりホリデーＳｕｉｃａパス」を搭

載することができます。 

 

※有効な定期券情報が搭載された

Ｓｕｉｃａ定期券、定期券情報が搭

載できないＳｕｉｃａ付きビューカー

ド、モバイルＳｕｉｃａ等ではおトクな

きっぷをご利用いただけません。 

 



 

 

（５）東京モノレール沿線お散歩 1day パス 

土日祝日限定で、東京モノレール全線が 1 日乗り降り自由。 

発売価格：おとな７００円、こども３５０円 

発売箇所：東京モノレール全駅 

※東京モノレール全駅の自動券売機にてお求めいただけます。 

発 売 日：土・休日  

※ご利用当日のみ発売。前売りは行いません。 
 
※その他、詳細は東京モノレール公式ウェブサイト内のおトクなきっぷのページをご覧ください。 

http://www.tokyo-monorail.co.jp/tickets/value/  

 


