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「名探偵コナンスタンプラリー」関連イベント一部中止等についてのご案内 

 

 １月２９日（水）にリリースさせていただきました【「名探偵コナンスタンプラリー」を開催し

ます！～子どもから大人まで人気の名探偵コナンの世界をスタンプラリーで楽しもう！～】でご

ざいますが、新型コロナウイルス流行に鑑み、下記イベントについて中止とさせていただきます。 

今後も発表済みのイベントについて中止や内容が変更となる場合もございますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

 

●『５ 「名探偵コナンスタンプラリー」ラッピングトレインの運行』について 

３月７日（土）をもって、本ラッピングトレインの運行を終了いたします。 

 

【プレスリリース該当箇所】 

 Ｐ４ 『５ 「名探偵コナンスタンプラリー」ラッピングトレインの運行』  

 

●『６ エキュート立川でのイベント開催』について 

 ３月２０日（金・祝）、２１日（土）、２２日（日）、エキュート立川にて開催予定の「名探偵コ

ナン 謎解きチャレンジ」を中止とさせていただきます。 

 

【プレスリリース該当箇所】 

Ｐ４ 『６ エキュート立川でのイベント開催』 

     （２）「名探偵コナン 謎解きチャレンジ」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020 年 １ 月 29 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

八 王 子 支 社 

 

「名探偵コナンスタンプラリー」を開催します！ 
～子どもから大人まで人気の名探偵コナンの世界をスタンプラリーで楽しもう！～ 

 

1 実施期間等 

 ⑴ 期間：2020 年２月1２日（水）～3 月22 日（日）40 日間 （ゴール設置は土休日のみ） 

第１期 ２月1２日（水）～２月24 日（月・休）※ゴール設置日：２月15、16、22、2３、2４日（5 日間） 

第２期 ２月25 日（火）～３月 ８日（日）  ※ゴール設置日：2 月29 日、3 月1、７、８日（4 日間）    

第３期 ３月 ９日（月）～３月22 日（日）  ※ゴール設置日：３月14、15、20、2１、22 日（5 日間） 

※ ３期に分けて実施し、期ごとに異なる「５駅ゴール賞品」をプレゼントします。 

⑵ スタンプ設置時間：初電～終電まで 

  ※ 日野駅、西八王子駅、東所沢駅、昭島駅は６時３０分～終電まで 

  ※ 第２期初日の２月25 日（火）、第３期初日の３月９日（月）は９時３０分～  

  ※ 最終日の3 月22 日（日）は18 時00 分まで 

⑶ ゴール駅（賞品引換場所）：立川駅（びゅうプラザ前） 

⑷ ゴール駅での賞品引換時間：10 時00 分～18 時00 分 

※ 各期最終日[２月2４日（月・休）、３月8 日（日）、 22 日（日）]のみ18 時30 分まで 

 

2 スタンプ設置駅および各駅のキャラクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月1２日（水）から３月22 日（日）まで、劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」の４月17 日（金）

公開に先駆けて、「名探偵コナンスタンプラリー」を開催します。 

 中央線や青梅線などの24 駅に、コナンをはじめとしたお馴染みのキャラクターや、劇場版に登場する

キャラクターのスタンプを設置します。異なるスタンプを５つ集めてゴールの立川駅に行くと「５駅ゴー

ル賞品」を、24 駅すべてのスタンプを集めると、「コンプリート賞品」として劇場版の関連賞品を抽選で

プレゼントします。また、スタンプラリー公式Twitter で配信する謎解き企画も実施します。 

 あわせて、劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」のデザインを装飾したラッピングトレインの運行や、

エキュート立川にてグッズ販売などのイベントを開催します。 

ご家族、お友達と「名探偵コナンスタンプラリー」をお楽しみください。 

スタンプイメージ 

（デザインは変更となる場合があります） 



３ スタンプラリーの参加方法 

⑴ JR 東日本の首都圏の主な駅で専用パンフレット（２月上旬より配布予定）を 

入手してスタートします。 

⑵ 各期期間内に異なる５駅のスタンプを集めて、同期間内に 

ゴール駅の賞品引換場所で提示すると、「５駅ゴール賞品」をプレゼントします。 

「５駅ゴール賞品」は期間ごとに異なります。 

① 第１期：オリジナル「ランチョンマット」 

② 第２期：オリジナル「マグネットブックマーカー（３個セット）」 

③ 第３期：オリジナル「クリアファイル」 

 

 

 

 

 

 

 

※ スタンプの色が各期間で異なり、期間を跨いで５駅のスタンプを集めた場合は、「５駅ゴール賞品」の対

象とはなりません。 

（例：第1 期で3 駅分のスタンプ＋第2 期で2 駅分のスタンプ＝計5 駅分のスタンプ⇒対象外） 

⑶ 実施期間内に全てのスタンプ（2４駅）を集めてゴール駅の賞品引換場所に提示すると、「コンプリート証 

明書」と「コンプリート賞品応募はがき」をお渡しします。3 月24 日（火）（消印有効）までに応募いただ

くと、抽選で、下記賞品をプレゼントします。 

Ａ賞：江戸川コナン役 声優・高山みなみさんサイン入り  

名探偵コナンスタンプラリーオリジナル色紙 30 名様 

Ｂ賞：劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」完成披露試写会ご招待 20 組40 名様 

※ スタンプラリー期間終了後に抽選を行い、順次賞品を発送します。（抽選結果の発表は賞品の発送をもっ

てかえさせていただきます。） 

 

参加イメージ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期(青色スタンプ)期間中に

1２駅のスタンプを集める 

第２期(緑色スタンプ)期間中に

7 駅のスタンプを集める 

 

第１期（赤色スタンプ） 第２期（緑色スタンプ） 第３期（青色スタンプ）

クリアファイル    

第１期(赤色スタンプ)期間中に

５駅のスタンプを集める 

 

マグネットブックマーカー（３個セット） 

パンフレット 

ランチョンマット 

第３期「５駅ゴール賞品」をプレゼント 

さらに「コンプリート証明書」と 

「コンプリート賞品応募はがき」をお渡しします 

第２期「５駅ゴール賞品」を 

プレゼントします 

第１期「５駅ゴール賞品」を 

プレゼントします 



参加イメージ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 2020 年JR 東日本名探偵コナンスタンプラリーSNS 企画「赤井ファミリーを探せ！」 

     劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」の主要キャラクターである「赤井秀一」にちなみ、「赤井ファミリー」の

隠しスタンプを用いた謎解き企画を実施します。 

謎解き企画の参加方法 

 ⑴ スタンプラリー公式Twitter（＠JREconan）にて、隠しスタンプの設置駅に関する謎を配信しますので、

「赤井ファミリー」隠しスタンプ設置駅を探してください。 

※「隠しスタンプ」は第1～3 期の期間ごとに、スタンプラリーエリア内の1 駅に設置し、各期で設置駅は

異なります。 

⑵ 第1～3 期連続で「隠しスタンプ」を集めて、第3 期期間内にゴール駅の賞品引換場所で提示すると、「赤

井秀一賞」として、「オリジナルキーホルダー」をプレゼントします。 

※「Twitter」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。 

 

参加イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 期(青色スタンプ)期間中に 

Twitter で配信する謎をもとに 

「隠しスタンプ」を見つける 

 

第2 期(緑色スタンプ)期間中に 

Twitter で配信する謎をもとに 

「隠しスタンプ」を見つける 

 

第１期(赤色スタンプ)期間中に 

Twitter で配信する謎をもとに 

「隠しスタンプ」を見つける 

 

「赤井秀一賞」として 

「オリジナルキーホルダー」をプレゼント 

第3 期「5 駅ゴール賞品」をプレゼント 

さらに「コンプリート証明書」と 

「コンプリート賞品応募はがき」をお渡しします 

第１期（赤色スタンプ） 第２期（緑色スタンプ） 第３期（青色スタンプ）

第１期「５駅ゴール賞品」を 

プレゼントします 

第３期(青色スタンプ)期間中に

１０駅のスタンプを集める 

第２期(緑色スタンプ)期間中に

３駅のスタンプを集める 

 

第１期（赤色スタンプ） 第２期（緑色スタンプ） 第３期（青色スタンプ）

第１期(赤色スタンプ)期間中に

11 駅のスタンプを集める 

 



５ 「名探偵コナンスタンプラリー」ラッピングトレインの運行 

中央線（主に東京～高尾間・1 編成）で、ラッピングトレインを運行します。 

劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」のデザインを車体に装飾します。 

  運行期間：2 月10 日（月）～3 月２１日（土）※運行状況により変更になる場合があります。 

 

６ エキュート立川でのイベント開催 

 ⑴ 「名探偵コナンプラザ」開催 

   「名探偵コナン」のグッズ販売を実施します。また、5,000 円（税込）以上のお買い上げでオリジナル不

織布バックを１枚プレゼントします。 

  開催期間：２月12 日（水）～３月２２日（日） 

  場  所：エキュート立川３階 タマリバ 

  ※オリジナル不織布バックは、無くなり次第配布終了となります。 

 ⑵ 「名探偵コナン 謎解きチャレンジ」開催 

   エキュート立川の館内４箇所に設置されたラリーポイントをめぐり、謎解きに挑戦すると、オリジナルノベ

ルティをプレゼントします。また、開催日当日は、江戸川コナンとの撮影会を実施します。 

  開催期間：３月20 日（金・祝）、２１日（土）、２２日（日） 

  開催時間：10 時00 分～18 時00 分（最終受付は17 時30 分となります） 

  受付場所：エキュート立川２階 メインエントランス 

  参 加 費：無料 

  ※各日先着800 名様限定となります。 

  ※詳細は、エキュート立川ホームページ（https://www.ecute.jp/tachikawa/）をご覧ください。 

 

７ その他 

 ⑴ スタンプラリーの情報は、専用パンフレットのほか専用ホームページでもお知らせします（2 月上旬 

公開予定）。また、スタンプラリー公式Twitter（＠JREconan）でも順次配信いたします。 

専用ホームページ：http://www.jreast.co.jp/hachioji/conan_stamprally2020/ 

⑵ スタンプラリーを予告なく中止する場合や、内容・賞品等を変更する場合があります。 

⑶  掲載のポスター、各賞品画像、路線図はイメージです。デザインは変更になる場合があります。 

 

©2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 

 

 「名探偵コナン」とは…  
１９９4 年より週刊少年サンデー（小学館）にて連載スタート。コミックス販売部数は全世界累計2億3 千万部を突破。国内のみならず海外でも

高い人気を誇っている、推理コミックの決定版。 

 

 劇場版作品情報   

劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」 

2020 年4 月17 日（金）全国東宝系にて公開 

原  作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）  

監  督：永岡智佳  

脚  本：櫻井武晴  

音  楽：大野克夫 

声の出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也、池田秀一 ほか 

アニメーション制作：TMS／V1 Studio 

製作：小学館／読売テレビ／日本テレビ／ShoPro／東宝／トムス・エンタテインメント  

配給：東宝  

©2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 

 

 

劇場版ポスター 

http://www.jreast.co.jp/hachioji/conan_stamprally2020/

