
 

 

 

 

２０２２年 １２月 ２１日 

東日本旅客鉄道株式会社 

首 都 圏 本 部 

 
鉄道開業１５０年を記念して 

『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年より全国約７４０の国鉄認定駅に設置された「わたしの旅」スタンプをモチーフとした

「懐かしの駅スタンプ」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」を期間限定で５０駅に設置します。そのうち、当時の「わたしの旅」スタンプ２５個を「復刻

スタンプ」として設置するとともに、スタンプのなかった２５駅には「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（１３店舗）で１会計５００円（税込）以上お買い

物していただくと、数量限定で「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（１３店舗）にご提示いた

だくと、数量限定で「５０駅踏破記念メダル」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 

１５１名様に「東京ステーションホテルペア宿泊ご招待」・「鉄道グッズ」・「JRE POINT」をプレゼントします。 

○さらに、首都圏５０駅のスタンプラリーのほか、東日本エリアの新幹線駅（全３駅）、エキナカ・エキソト施設（全

５施設）にも「懐かしの駅スタンプ」を設置します。押印のうえ各種条件をクリアされた方には、プレゼントやおト

クな特典をご用意しています。 

○２月１１日（土）・１２日（日）の２日間、同時期に開催する「鉄分補給！ヘッドマークスタンプラリー（53.10 電車特

急篇）」とのコラボイベントを大宮駅で実施します。 

 

１ 開催概要 

（１）開催期間 

２０２３年１月１３日(金)から３月６日(月)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.toretabi.jp/pr/natsueki/ 

 

（２）スタンプ設置駅 

全５０駅（首都圏エリアのＪＲ東日本４９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.toretabi.jp/pr/natsueki/


（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５０駅のうち１０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。 

②１０駅のスタンプを集め、指定されたＮｅｗＤａｙｓゴール店舗へ！ 

１０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、１会計５００

円（税込）以上お買い物いただくと、「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。（数量限定でお一人様１セット） 

③５０駅全てのスタンプを集めて、ゴールへ！ 

５０駅全てのスタンプを集めて、ゴール店舗に指定されたＮｅｗＤａｙｓに「５０駅踏破用スタンプ帳」をお持ち

いただくと、「５０駅踏破記念メダル」をプレゼントします。（数量限定でお一人様１個） 

④さらに抽選応募でオリジナル賞品を手に入れよう！ 

「５０駅踏破記念メダル」に同梱の台紙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。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ゴール店舗一覧（１３店舗） 

引換期間：２０２３年１月１３日（金）から３月７日（火） 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駅達成賞の引換え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。 

 

（５）賞品 

①１０駅達成賞 「復刻時刻表風オリジナルノート」（１種） 

１０駅のスタンプを集め、さらにゴール店舗にて１会計５００円（税込）

以上お買い物していただいた方には、本スタンプラリー限定のノートをプ

レゼントします！前回好評いただいた復刻時刻表風ノートの第２弾。今

回は青函トンネルが開通し、寝台特急「北斗星」がデビューした「ＪＲ編

集 時刻表」（弘済出版社＜現：交通新聞社＞刊）１９８８年３月号を 

一部復刻し掲載します。 
※数量限定となりますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅 名 ゴール店舗 駅 名 ゴール店舗 

赤 羽 駅 ＮｅｗＤａｙｓ赤羽店 国 立 駅 ＮｅｗＤａｙｓ国立店 

秋葉原駅 ＮｅｗＤａｙｓ秋葉原店 東 京 駅 ＮｅｗＤａｙｓグランスタ丸の内南口店 

川 崎 駅 ＮｅｗＤａｙｓアトレ川崎北口店 横 浜 駅 ＮｅｗＤａｙｓシァル横浜店 

我孫子駅 ＮｅｗＤａｙｓ我孫子店 品 川 駅 ＮｅｗＤａｙｓ品川中央店 

池 袋 駅 ＮｅｗＤａｙｓ池袋西口店 新 宿 駅 ＮｅｗＤａｙｓ新宿店 

上 野 駅 ＮｅｗＤａｙｓ上野入谷改札外店 千 葉 駅 ＮｅｗＤａｙｓペリエ千葉中央改札外店 

蒲 田 駅 ＮｅｗＤａｙｓ蒲田店 

【復刻時刻表風オリジナルノート】 



②５０駅踏破賞 「５０駅踏破記念メダル」 

５０駅分のスタンプを集めた方には、「５０駅踏破記念メダル」をプレゼント 

します！１９８０年代に山手線などの首都圏の各路線で主力車両として活躍

した１０３系をデザインした本スタンプラリー限定の記念メダルです。 
※数量限定となりますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

③５０駅踏破賞 応募抽選賞品 

「５０駅踏破記念メダル」に同梱の台紙に記載の二次元コードから専用応募サイトから応募すると、抽選で

豪華賞品が当たります！ 

抽選賞品 

Ａ賞 １組２名様 Ｂ賞 １０名様 

東京ステーションホテル 

館内ツアー付特別プラン 

ペア宿泊ご招待 

Ｅ２系 新幹線２００系カラー  

先頭車両Ｎゲージ（ＫＡＴＯ製）  

Ｃ賞 １０名様 Ｄ賞 ２０名様 

東京総合車両センター謹製 

オリジナルヘッドマークプレート 

東京総合車両センター謹製 

１０３系ディスプレイプレート 

Ｅ賞 ２０名様（全５種、各４名様） Ｆ賞 ２５名様（全５種、各５名様） 

東京総合車両センター謹製  

ミニ駅名標 

東京総合車両センター謹製  

レプリカミニヘッドマーク 

Ｇ賞 ３０名様 Ｈ賞 ３５名様 

鉄道開業１５０年グッズ福袋 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ ３,０００ポイント 

 

 ≪賞品について≫ 

〇応募締切は２０２３年３月９日（木）２３：５９までです。 

〇賞品の発送は２０２３年３月下旬を予定しております。 

〇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。 

〇当選者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。 

〇Ｅ・Ｆ賞は数種類のデザインをご用意していますが、いずれもお選びいただくことはできません。 

 

【５０駅踏破記念メダル】 



２ 東日本エリアの新幹線駅にも「懐かしの駅スタンプ」が登場！（東北・信越周遊篇） 

（１）期間 

２０２３年１月１３日（金）から３月６日（月）まで 
※賞品の引換えは、３月７日(火)各引換え店舗の営業時間内まで 

 

（２）スタンプ設置駅・賞品引換え店舗  

①仙台駅 新幹線中央口改札内 

①引換え店舗：ＮｅｗＤａｙｓミニ仙台１０号店 

②長野駅 新幹線改札内 

①引換え店舗：ＮｅｗＤａｙｓ長野店 

③新潟駅 新幹線改札内 待合室前 

①引換え店舗：ＮｅｗＤａｙｓ新潟東口店 
※引換え時間は各店舗の営業時間内に準じます。 

※詳細は、公式ウェブサイトをご覧ください。 

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

 

（３）参加方法 

①５０駅踏破用スタンプ帳に押印！ 

１０駅達成賞で手に入る「５０駅踏破用スタンプ帳」に、仙台駅・長野駅・新潟駅のうちいずれかの「懐かし

の駅スタンプ」を押印してください。 

②指定されたＮｅｗＤａｙｓ引換え店舗へ！  

仙台駅・長野駅・新潟駅のそれぞれの引換え店舗に指定されたＮｅｗＤａｙｓに「５０駅踏破用スタンプ帳」

をお持ちいただき、１会計５００円（税込）以上お買い物していただくと、「オリジナルミニサボプレート」をプレゼ

ントします。（数量限定でお一人様１個） 

 

（４）賞品 

オリジナルミニサボプレート 

仙台駅・長野駅・新潟駅のスタンプを押印し、さらに引換え

店舗にて１会計５００円（税込）以上お買い物していただくと、

本スタンプラリー限定のミニサボプレートをプレゼントします！

東北・信越エリアで活躍した懐かしい列車のサボをデザイン。

裏面にはメインビジュアルのイラストを制作したバーニア６００

さん描き下ろしの列車イラストも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。 

※引換え箇所ごとにデザインが異なります。 

※各店舗、賞品のお渡しは、お一人さま 1個となります。 

※賞品の引換え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。 

 

メインビジュアル、オリジナルミニサボプレートイラスト

制作について 

バーニア６００（イラストレーター） 

鉄道と碓氷峠（うすいとうげ）を愛でる絵描き。 

それが高じ、最近では「碓氷峠鉄道文化むら」公式キャラクターや「峠の釜めし」掛け紙など

のデザインも手がけた。 

 

３ エキナカ・エキソト施設でも「懐かしの駅スタンプラリー」を楽しもう！（エキナカ・エキソト篇） 

（１）期間 

２０２３年１月１３日（金）から３月６日（月）まで 

 

（２）スタンプ設置箇所 

①エキュート日暮里 おちこちてーぶる横 

②グランスタ東京 銀の鈴広場 （八重洲地下中央口改札内） 

③ＣＩＡＬ桜木町 ＡＮＮＥＸ１階 旧横濱鉄道歴史展示（旧横ギャラリー） 

④日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ 八戸都市圏交流プラザ ８ ｂａｓｅ 

⑤マーチエキュート神田万世橋 【ギャラリー・ジオラマ展示】ライブラリー 

【スタンプイメージ】 

【スタンプイメージ】 

【オリジナルミニサボプレート】 

©産経新聞社 

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


（３）参加方法 

①５０駅踏破用スタンプ帳に押印！ 

１０駅賞で手に入る「５０駅踏破用スタンプ帳」に、対象のいずれかのエキナカ・エキソト施設に設置された

「懐かしの駅スタンプ」を押印してください。 

②スタンプの提示でエキナカ・エキソト施設内の対象店舗のご利用におトクな特典！  

スタンプを設置するエキナカ・エキソト施設内の対象店舗にそれぞれのエキナカ・エキソト施設に設置   

されたスタンプが押印された「５０駅踏破用スタンプ帳」をお持ちいただくと、対象商品の購入等にお得な特

典をご利用いただけます。 

 

（４）特典対象商品の紹介（一部） 

施設名 店舗名 特典内容 

エキュート日暮里 をかし楽市 １会計１，０８０円（税込）以上ご利用で 

お菓子のおまけプレゼント 

グランスタ東京 ＳＴＡＴＩＯＮ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＴＨＥ ＣＥＮＴＲＡＬ  １０％割引 

※宴会コースは対象外 

ＴＯＫＹＯ!!!（トーキョーみっつ） １会計２，０００円（税込）以上ご利用で 

会計から５％割引 

ＢＯＯＫ ＣＯＭＰＡＳＳ 対象商品の購入で先着２００名様に 

ヘッドマークシールプレゼント 

ＣＩＡＬ桜木町 ＤＩＮＩＮＧ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＫＩＴＥＫＩ プリンアラモードのご注文でソフトドリンク 

１杯無料 

日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ 八戸都市圏交流プラザ ８ ｂａｓｅ 新郷村特濃ソフトクリーム１００円引き 

マーチエキュート 

神田万世橋 

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＦＩＳＨ １会計１，０００円（税込）以上ご利用で 

中央線ミニ電車スカッシュ（ミニサイズ）プ

レゼント 
※内容は変更になる場合があります。 

※特典の詳細は、公式ウェブサイトをご覧ください。（２０２３年１月１３日(金)更新予定） 

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

 

 ■おすすめ商品 
あの看 板 がキーホルダーに！？ 

【をかし楽市】 
（エキュート日暮里内） 

セントラルプレート 

【ＳＴＡＴＩＯＮ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＴＨＥ ＣＥＮＴＲＡＬ】 
（グランスタ東京内） 

トーキョーみっつオリジナルエコバッグ 

【ＴＯＫＹＯ!!!(トーキョーみっつ)】 
（グランスタ東京内） 

４９５円（税込） 
２,７００円（税込） 

※ミニサラダ付は２,９００円（税込） 
１,９８０円（税込） 

日暮里駅西口駅舎

の駅名標をキーホル

ダーにしちゃいまし

た！ 
 

まるで「大人のお子さまラ

ンチ」のような看板商品。

こだわりのオムライス、エビ

フライ、ハンバーグを盛り

込んだ“特別な一皿”をぜ

ひお召し上がりください。 

 「！」マークで描かれた

かわいいアイコンは、

「東京」を表現しており、

自分用にも、東京土産

にも喜んでもらえるアイ

テムです。 

 

東京駅丸の内駅舎ふせんセット 

【ＴＯＫＹＯ!!!(トーキョーみっつ)】 
（グランスタ東京内） 

わたしの旅スタンプノート 

【ＢＯＯＫ ＣＯＭＰＡＳＳ】 
（グランスタ東京内） 

プリンアラモード 

【ＤＩＮＩＮＧ  ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＫＩＴＥＫＩ】 
（CIAL 桜木町内） 

８８０円（税込） ７４０円（税込） １,２９０円（税込） 
硬券と同じ材質の台

紙に、東京駅丸の内

駅舎が凸版印刷で

大胆に描かれた付

箋セットです。 

 旅の思い出や記録を書

き込めるメモ欄と全国の

鉄道路線図がついたス

タンプノートです。 

 ６種類のフルーツを添え、

昔懐かしい横濱発祥のプ

リンアラモードをＫＩＴＥＫＩ風

に贅沢にアレンジ。有精

卵のさがみっこプリンとバ

ニラの相性も抜群。 

 

８ ｂａｓｅオリジナル八幡馬  

【八戸都市圏交流プラザ ８ ｂａｓｅ】 
（日比谷 OKUROJI 内） 

新郷村特濃ソフトクリーム 

【八戸都市圏交流プラザ ８ ｂａｓｅ】 
（日比谷 OKUROJI 内） 

お子様トレインプレート 

【ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ  ＰＬＡＴＩＮＵＭ  ＦＩＳＨ】 
（マーチエキュート神田万世橋内） 

２,０００円（税込） コーン ４００円（税込）/カップ ５００円（税込）  １,０００円（税込） 
８  ｂａｓｅオリジナル

デザインの約 ７ ０ ０ 

年の歴史をもつとい

われる郷土玩具。 

 青森県外で味わえるの

は８ ｂａｓｅだけ。新郷村

産ミルクを使った特濃ソ

フトクリーム。 

 本物の電車を間近で

眺めながら、ぜひご賞

味ください！ 
※未就学児限定  

 

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


４ 「ＪＲ東日本 懐かしの駅スタンプラリー」の最新情報について 

■「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 

 

５ 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 

「懐かしの駅スタンプラリー」と同時期に開催する、「鉄分補給！ヘッドマーク  

スタンプラリー（５３.１０電車特急篇）」とのコラボイベントを開催します。鉄道グッズ・

駅弁の特設販売のほか、実物のヘッドマークや「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 

 【場   所】 大宮駅東西連絡通路 
※詳細は、「ヘッドマークスタンプラリー」公式ウェブサイトをご覧ください。  
  https://www.toretabi.jp/railway_info/HMstamprally.html 

 

６ 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    ：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 

       ：株式会社ジェイアール東日本都市開発、株式会社横浜ステーシヨンビル 

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１２月現在の情報です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示予定の実物ヘッドマーク（一例）】 
展示協力：鉄道博物館 

https://www.toretabi.jp/pr/natsueki/
https://twitter.com/natsueki55jre
https://www.toretabi.jp/railway_info/HMstamprally.html


 

【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 

※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 

※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 

 

（３）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、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 

※ＳｕｉｃａやモバイルＳｕｉｃａではご利用になれません 

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「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/ 
 

 

■新幹線ｅチケットサービス 

新幹線ｅチケットサービスは、きっぷを受取ることなく、交通系ＩＣカード・モバイルＳｕｉｃａなどを自動改札機にタッチ

するだけで、そのまま東北・北海道、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線にご乗車いただけるサービスです。列車・

席数・区間限定の割引きっぷ「えきねっとトクだ値」やＪＲＥ ＰＯＩＮＴ商品などで新幹線をおトクにご利用いただけます。 

※ご利用方法・お申込みについては以下のサイトをご覧ください。 

  https://www.eki-net.com/top/e-ticket/ 

【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/
https://www.eki-net.com/top/e-ticket/

