
 

 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

東 京 支 社 

 
鉄道開業１５０年を記念して『ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー』を初開催します！ 

 
○ＪＲ東日本では、大人気ブロック玩具メーカー「レゴ®グループ」とタイアップし、『ＪＲ東日本 レゴ®スタンプ   

ラリー』を開催します。 

○パンフレットに７駅のスタンプを集め、ゴール店舗に指定されたＮｅｗＤａｙｓで５００円（税込）以上お買い物   

いただくと、数量限定「３０駅コンプリート用スタンプ帳」、「ＪＲ東日本×レゴ®鉄道ではたらくミニフィギュア」、 

「ＪＲ東日本×レゴ®オリジナルシール」をプレゼントします。 

○「３０駅コンプリート用スタンプ帳」に３０駅全てのスタンプを集めると、数量限定「３０駅コンプリート記念証」と

「レゴ®グループ９０周年記念ミニキット」をプレゼントします。さらに専用応募ハガキから応募すると、抽選で       

「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー 三井淳平氏制作 鉄道ディスプレイセット」（１５０名様）、「ＪＲ東日本×レゴ®

プレミアム イベントｉｎてっぱく」（５００組１０００名様）、「レゴ®シティシリーズ」（３０名様）をプレゼントします。 

○スタンプラリー開催期間中、秋葉原駅、池袋駅、東京駅で「ＬＥＧＯ® ＰＯＰ－ＵＰ ＳＴＯＲＥ」を開催し、     

「レゴ®シティシリーズ」など、人気のレゴ®商品を販売します。 

 

１ 開催概要 

（１）開催期間 

２０２２年７月２２日(金)から８月２１日(日)まで 

    始発から終電まで（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.jreast.co.jp/tokyo/lego_stamp-rally/ 

 

（２）スタンプ設置駅 

全３０駅（首都圏エリアのＪＲ東日本２９駅と東京モノレール１駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタンプイメージ】 

【ポスターイメージ】 

https://www.jreast.co.jp/tokyo/lego_stamp-rally/


（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、パンフレット記載の３０駅から７駅の    

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。 

②７駅のスタンプを集め指定されたＮｅｗＤａｙｓゴール店舗へ！（７駅達成賞） 

７駅のスタンプを集め、ゴール店舗に指定されたＮｅｗＤａｙｓ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、「３０駅コンプリート用スタンプ帳」、「ＪＲ東日本×レゴ®鉄道ではたらくミニフィ   

ギュア」、「ＪＲ東日本×レゴ®オリジナルシール」をプレゼントします。（数量限定でお一人様１セットずつ） 

③３０駅全てのスタンプを集めて、ゴールへ！ 

３０駅全てのスタンプを集めて、東京駅特設ゴールカウンター（動輪の広場）に「３０駅コンプリート用    

スタンプ帳」をお持ちいただくと、「３０駅コンプリート記念証」と「レゴ®グループ９０周年記念ミニキット」を   

プレゼントします。 

④さらに抽選応募でオリジナル賞品を手に入れよう！ 

特設ゴールカウンターでお渡しする専用応募ハガキから、「抽選賞品」にご応募いただけます。 

※７駅達成で集めたスタンプを切り取って「３０駅コンプリート用スタンプ帳」に貼り付けることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

（４）ゴール店舗一覧・東京駅特設ゴールカウンター 

①ゴール店舗（１０店舗） 

引換期間：２０２２年７月２２日（金）から８月２２日（月）各ゴール店舗の営業時間内 

※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 レゴ®スタンプラリー」公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（@jre_legorally22）をご確認ください。 

※７駅達成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。 

 

②東京駅特設ゴールカウンター（１箇所） 

≪引換場所≫ 

東京駅丸の内地下南口改札外 動輪の広場 

≪引換期間≫ 

２０２２年７月２２日（金）から８月２２日（月） 

１１時３０分から１８時００分まで 

 

店舗名 場所 引換時間 

NewDays 赤羽店 赤 羽 駅 北改札口外 全日   ５時２０分～２４時４０分 

NewDays 秋葉原店 
秋葉原駅 電気街改札外 

ホテルメッツ秋葉原１Ｆ 
全日   ６時４０分～２３時００分 

NewDays 池袋西口店 
池 袋 駅 改札外中央通路  

西口階段脇 
全日   ６時００分～２４時００分 

NewDays 上野入谷改札外店 
上 野 駅 ３Ｆ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 王子店 王 子 駅 北口改札外 
平日   ６時３０分～２３時００分 

土日祝  ７時００分～２２時００分 

NewDays 尾久店 尾 久 駅 改札外 
平日・土曜  ６時２０分～２２時４０分 

日祝    ６時５０分～２２時４０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 品川中央店 品 川 駅 北改札外 
平日    ５時４５分～２４時００分 

土日祝  ５時４５分～２３時００分 

NewDays 新宿店 新 宿 駅 東改札外 全日    ６時００分～２４時３０分 

NewDays 松戸店 松 戸 駅 中央改札外 
平日    ６時００分～２３時４５分 

土日祝  ６時００分～２３時３０分 



（５）賞品 

①７駅達成賞 

「ＪＲ東日本×レゴ®鉄道ではたらくミニフィギュア」（全３種）＆「ＪＲ東日本×レゴ®オリジナルシール」 

７駅分のスタンプを集め、さらにゴール店舗にて５００円（税込）以上お買い物いただいた方には、     

本スタンプラリー限定のミニフィギュアとシールセットをプレゼントします！当社で働く駅社員、技術系社員を 

イメージした、日本人唯一の「レゴ®認定プロビルダー」三井淳平氏監修のミニフィギュアです。 

※数量限定となりますので予めご了承ください。 

※ミニフィギュアは全３種からいずれか一つです。 

※ミニフィギュアの種類はお選びいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②３０駅コンプリート賞 

「３０駅コンプリート記念証」＆「レゴ®グループ９０周年記念ミニキット」（全６種） 

３０駅分のスタンプを集めた方には、「３０駅コンプリート

記念証」と「レゴ®グループ９０周年記念ミニキット」を   

プレゼントします！今年９０周年を迎えるレゴ®グループの

歴代人気モデルをお楽しみいただけます。 

※数量限定となりますので予めご了承ください。 

※お渡しは「東京駅特設ゴールカウンター」のみです。 

※ミニキットは全６種からいずれか一つです。 

※ミニキットの種類はお選びいただけません。 

 

 

③３０駅コンプリート賞 応募抽選賞品 

東京駅特設ゴールカウンターでお渡しする専用応募ハガキに必要事項を記入して応募すると、抽選で 

豪華賞品が当たります！ 

 

■Ａ賞「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー 三井淳平氏制作 鉄道ディスプレイセット」 １５０名様 

日本人唯一の「レゴ®認定プロビルダー」三井淳平氏制作の本スタンプラリー限定鉄道車両オブジェです。 

レゴ®ブロックでできた１号機関車（１５０形蒸気機関車）、Ｅ２３５系山手線、Ｅ９５６形式新幹線「ＡＬＦＡ-Ｘ

（アルファエックス）」の１号車と１０号車の計４両をセットにしたディスプレイです。 

※賞品の鉄道車両オブジェは組み立てて接着された状態でお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＪＲ東日本×レゴ®鉄道ではたらくミニフィギュア】（全３種） 

【レゴ®グループ９０周年記念ミニキット】（全６種） 

【ＪＲ東日本×レゴ®オリジナルシール】 

【ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー 三井淳平氏制作 鉄道ディスプレイセット】 



■Ｂ賞「ＪＲ東日本×レゴ®プレミアムイベントｉｉｎてっぱく」 鉄道博物館招待券セット ５００組１０００名様 

鉄道博物館にレゴ®ブロックがやって来ます！レゴ®ブロックを組み立てて、未来の鉄道をみんなで作る 

特別イベントにご招待します。 

 

【開催日】 

２０２２年１１月３日（木・祝）、１１月４日（金）、１１月５日（土）、１１月６日（日） 

 

【内 容】 

①鉄道車両 メイク＆プレイ＆テイク 

レゴ®ブロックでオリジナルトレインを作って、会場の 

巨大ジオラマで走らせよう！ 

※組み立てたオリジナルトレインはお持ち帰りいただけます。 

②『過去から現在の電車』巨大モザイクウォール 

レゴ®モザイクを組み立てて、みんなで電車の巨大な 

モザイク画を完成させよう！ 

※組み立てたモザイク画はイベント終了後、当社ホーム 

ページ等でご紹介します。 

 

 

■Ｃ賞「レゴ®シティシリーズ」 各１５名様 

子どもたちに大人気の「レゴ®シティシリーズ」の鉄道をモチーフとしたセット「レゴ®シティ シティ急行」、 

「レゴ®シティ 貨物列車」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪賞品について≫ 

・応募締切は２０２２年８月３１日（水）当日消印有効です。 

・賞品の発送は２０２２年９月下旬以降を予定しております。 

・賞品応募はお一人様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。 

・Ｂ賞の時間等は決定次第公式ウェブサイトにて発表いたします。 

・Ｂ賞の当選者はイベント開催日当日、鉄道博物館にお越しいただける方（鉄道博物館までの運賃等は 

・お客さま負担となります）に限ります。 

・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。 

 

 

「ＪＲ東日本×レゴ®鉄道ではたらくミニフィギュア」、 

「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー 三井淳平氏制作 鉄道ディスプレイセット」監修について 

 

日本人唯一の「レゴ®認定プロビルダー」 三井 淳平 

 １９８７年生まれ。２００５年、ＴＶ番組の「レゴ®ブロック王選手

権」準優勝で注目を浴びる。東京大学在学中、「東大レゴ®部」を

創部。２０１０年、レゴ®ブロックを素材とした作品制作や課外活動

における社会貢献が認められ、「東京大学総長賞」を個人受賞。 

２０１１年、「レゴ®認定プロビルダー」に最年少で選出される。   

２０１５年、レゴ®作品制作を事業とする「三井ブリックスタジオ」を  

創業。レゴ®ブロックを素材とした作品制作のほか、子ども向けの  

ワークショップなども行っている。 

 

 

【レゴ®シティシリーズ】 

【ＪＲ東日本×レゴ®プレミアムイベントｉｎてっぱく イメージ】 
※画像は過去のイベント開催時の様子 



２ 駅に「レゴ®ストア」がやって来る！ 「ＬＥＧＯ® ＰＯＰ-ＵＰ ＳＴＯＲＥ」 

（１）期間 

２０２２年７月２２日（金）から８月２１日（日） 

 

（２）開催場所 

①秋葉原駅 電気街改札外 みどりの窓口内 

①営業時間：１１時００分から１９時３０分 

②池 袋 駅 南改札外 南通路 

①営業時間：１０時００分から２１時００分 

③東 京 駅 丸の内地下南口改札外 動輪の広場 

①営業時間：１１時００分から２０時００分 

 

３ 「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー」の最新情報について 

■「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー」公式ウェブサイト 

https://www.jreast.co.jp/tokyo/lego_stamp-rally/ 

■「ＪＲ東日本 レゴ®スタンプラリー」公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（＠jre_legorally22） 

https://mobile.twitter.com/jre_legorally22/ 

 

４ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

（１）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、公式ウェブ

サイト等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。 

 

（２）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・監修：レゴジャパン株式会社  

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 

※「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６月現在の情報です 

※LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2022 The LEGO 

Group. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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、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 

※モバイルＳｕｉｃａでのご利用は大人のみです 

発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日まで 

 

 

（２）のんびりホリデーＳｕｉｃａパス 

土・休日および７月２０日～８月３１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（モバイルＳｕｉｃａ含む）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  

※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 

※モバイルＳｕｉｃａでのご利用は大人のみです 

 

（３）休日おでかけパス 

土・休日および７月２０日～８月３１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、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 

※モバイルＳｕｉｃａではご利用になれません 

 
※その他、詳細はＪＲ東日本「おでかけに便利なきっぷ」サイトをご覧ください 

https://www.jreast.co.jp/tokyo/tickets_otoku/ 
 

（４）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/ 
 
 
 

【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（モバイルＳｕｉｃａ含む） 

 

※Ｓｕｉｃａ定期券（定期券情報が搭載  

されている場合）は、Ｓｕｉｃａ（モバイル

Ｓｕｉｃａ含む）で、おトクなきっぷをご利

用いただけません 

 

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

