
 

 

 

 

２ ０ ２ ０年 １ ２月 ２ １日   

東日本旅客鉄道株式会社 

東 京 支 社 

スタンプラリー、襲来。 

「ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー 全駅達成計画」を開催します 
 

●ＪＲ東日本は、大人気アニメ「エヴァンゲリオン」とタイアップした「ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー

全駅達成計画」を開催します。首都圏のキャラクターパネルを設置する全５０駅を回り、スマートフォンで「ヱヴ

ァンゲリヲン新劇場版」シリーズに登場するキャラクターのスタンプを集めた方から、抽選で５０名さまに「スタ

ンプラリーオリジナル鉄道時計」をプレゼントします。 

●そのほか、５駅のキャラクタースタンプを集めてゴール店舗でお買い物いただいた方と２５駅のキャラクター

スタンプを集めた方に、オリジナル賞品（数量限定)をご用意しています。 

●同時に、スタンプラリー限定グルメを味わえる「エヴァンゲリオングルメラリー」を開催します。グルメ商品を購

入してもらえるシールを１０枚集めると、先着１０,０００名さまにオリジナルエコバッグをプレゼントします。 

●人気アニメ「エヴァンゲリオン」は放送開始２５周年を迎え、２０２１年１月２３日（土）に最新作『シン・エヴァンゲ

リオン劇場版』が公開予定！エヴァンゲリオンファンの皆さまにとって待望のこの冬に「ＪＲ東日本エヴァンゲ

リオンスタンプラリー」をお楽しみください。 

 

１ 開催概要 

（１）開催期間 ２０２１年１月１８日（月）１０時００分～３月７日（日）終電まで 

※賞品の引換えは、２０２１年１月１８日（月）１０時００分～３月８日（月）の 

各店舗閉店時間まで 

（２）参加方法 

①全５０駅に設置されたキャラクターパネルを見つけよう！ 

各駅改札外にキャラクタースタンプを取得できるＱＲコードの付いたパネルを設置します。 

※設置場所はＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー公式ウェブサイト 

（https://www.jreast.co.jp/eva/dsr/）にてご案内いたします。 

②キャラクタースタンプを集めよう！ 

キャラクターパネルのＱＲコードをスマートフォンで読み取ると、スマートフォン内に表示されているスタンプ 

マップにキャラクタースタンプが追加されます。 

※スタンプラリーはおひとりさま１つの端末でご参加ください。 

※「キャラクターパネル」とは、各駅のキャラクタースタンプを取得できるＱＲコードを印字したパネルです。 

※アプリのダウンロードや事前登録などは不要です。 

③全５０駅のキャラクタースタンプを集めて、全駅達成賞品の抽選に応募しよう！ 

全５０駅達成賞品として、「スタンプラリーオリジナル鉄道時計（抽選で５０名さま）」「ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ１０，０００ 

ポイント（抽選で１００名さま）」をご用意しています。詳細は「（４）達成賞品・購入特典」をご覧ください。 

  

  

 

  

メインビジュアル（イメージ） 



 

 

 

（３）キャラクターパネル設置駅・設置時間 

①キャラクターパネル設置駅 

全５０駅（首都圏のＪＲ東日本の４９駅と東京モノレール 天王洲アイル駅） 

②キャラクターパネル設置時間 

初電から終電まで（上野駅、渋谷駅、金町駅、上尾駅、武蔵小杉駅の設置時間は以下のとおりです） 

上 野 駅：７時３０分～２２時００分（日曜・祝日は７時３０分～２１時００分） 

渋 谷 駅：５時３０分～２４時３０分 

金 町 駅：７時００分～２０時００分 

上 尾 駅：５時１０分～２３時５０分 

武蔵小杉駅：初   電～２４時００分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）達成賞品・購入特典  

①５駅達成してＳｕｉｃａでお買い物するともらえる！ 

５駅のキャラクタースタンプを集め、ゴール店舗でＳｕｉｃａなどの 

交通系電子マネーで５００円(税込)以上のお買い物をし、 

スマートフォンの５駅達成の画面を提示すると 

「オリジナル缶バッジ」（数量限定）をプレゼントします。 

※５００円（税込）お買い上げごとに 1 個お渡しします（１会計につき、最大５個までです）。 

※柄は選べません。 

※一部対象外の商品があります。 

②２５駅達成するともらえる！ 

２５駅のキャラクタースタンプを集めて、ゴール店舗でスマートフォンの２５駅達成の 

画面を提示すると「オリジナルクリアファイル」（数量限定）をプレゼントします。 

※２５駅達成の賞品のお渡しは１つの端末につき１枚です。 

③全５０駅達成 応募抽選 

全５０駅のキャラクタースタンプを集めて、「オリジナル缶バッジ」を 

１個以上受け取っていれば、全駅達成賞品の抽選に応募できます。 

Ａコース「スタンプラリーオリジナル鉄道時計」抽選で５０名さま 

Ｂコース「ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ １０,０００ポイント」  抽選で１００名さま 

 

オリジナル缶バッジ（全４種） 

※応募抽選は２５駅達成賞品を受け取らなくても応募可能です。 
 スタンプラリーオリジナル鉄道時計 

 オリジナルクリアファイル 



 

 

 

（５）ゴール店舗一覧 （５駅・２５駅達成賞品） 

５駅達成購入特典「オリジナル缶バッジ」と２５駅達成賞品「オリジナルクリアファイル」は、下記１２ 

駅にあるゴール店舗にて受け取ることができます。 

   

駅名 ゴール店舗 駅名 ゴール店舗 

有楽町駅 ＮｅｗＤａｙｓエキュートエディション有楽町京橋口店 赤羽駅 ＮｅｗＤａｙｓ赤羽店 

新宿駅 ＮｅｗＤａｙｓ新宿店 大井町駅 ＮｅｗＤａｙｓ大井町中央口改札外店 

原宿駅 ＮｅｗＤａｙｓ原宿店 秋葉原駅 ベックスコーヒーショップ 秋葉原電気街口店 

西荻窪駅 ＮｅｗＤａｙｓ西荻窪店 四ツ谷駅 ベックスコーヒーショップ 四ッ谷店 

上野駅 ＮｅｗＤａｙｓエキュート上野 公園改札外店 松戸駅 ベックスコーヒーショップ 松戸店 

尾久駅 ＮｅｗＤａｙｓ尾久店 池袋駅 R・ベッカーズ池袋東口店 

  
【賞品引換期間】 ２０２１年１月１８日(月)～３月８日(月) 
【賞品引換時間】 １０時００分～各店舗閉店時間まで 

 
※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により予告なく変更となる可能性が
あります。最新の情報は、ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー公式Ｔｗｉｔｔｅｒ（@jre_eva_dsr）を 
ご確認ください。 

※５駅達成購入特典の引換にあたっては、一部対象外のサービスや商品があります。また、店舗で利用  
できない交通系電子マネーは対象外となりますのであらかじめご了承ください。 

 

２ 同時開催「エヴァンゲリオングルメラリー」 

（１）期間 

シール配布：２０２１年１月１８日（月）～３月７日（日） 

賞 品 引 換：２０２１年１月１８日（月）～３月８日（月） 

※商品の販売は３月８日（月）まで（一部販売期間が異なる商品がございます） 

（２）参加方法 

①エヴァンゲリオングルメ商品を購入しよう！  

〇首都圏のエキナカ・エキソト店舗では、スタンプラリー期間限定でエヴァンゲリオンのキャラクターをイメ 

ージしたオリジナルメニュー「エヴァンゲリオングルメ」を販売します。 

〇グルメ商品は全３１品。商品によりシールが１～３枚もらえます。 

②パンフレットにシールを貼ろう！ 

商品を購入して、もらったシールを駅備え付けのパンフレットのシール欄に貼って集めよう！ 

③引換店舗で「オリジナルエコバッグ」を手に入れよう！ 

引換店舗でシールを１０枚集めたパンフレットを見せて、オリジナルエコバッグを手に入れよう！ 

（先着１０,０００名さま） 

 

 

 

 

 

 

（３）賞品 

〇シールを１０枚集めた方で、先着１０,０００名さまに引換店舗でエヴァンゲリオン初号機と 

山手線をイメージしたカラーリングのオリジナルエコバッグをプレゼントします！ 

〇劇中に登場するキャラクターや名台詞がちりばめられています。たくさんお買い物しても 

収納力抜群！コンパクトに折りたためるので持ち歩きにも便利です。 

 
先着 

10,000 名様 

オリジナルエコバッグ 



 

 

 

（４）引換店舗一覧（グルメラリー達成賞品） 

駅名 引換店舗 駅名 引換店舗 

東京駅 

 

富士見堂 グランスタ東京店 

とんかつ まい泉 グランスタ東京店 

日暮里駅 

 をかし楽市 エキュート日暮里店 

大崎駅 

 ベックスコーヒーショップ 大崎店 
池袋駅 

 ベックスコーヒーショップ 池袋東口店 

新宿駅 

 ベックスコーヒーショップ 新宿店 
赤羽駅 

 ベックスコーヒーショップ エキュート赤羽店  

 
【引換期間】 ２０２１年１月１８日(月)～３月８日(月) 
【引換時間】 各店舗営業時間内  

※店舗の営業時間は各店舗のウェブサイトをご覧ください。 

 

（５）「エヴァンゲリオングルメ」商品の紹介（一部）  

 

 

 

 

 

 

  

【ベックスコーヒーショップ】 

 

 

８００円（税込） 

（秋葉原電気街口店、池袋東口店、 

大崎店、エキュート赤羽店、新宿店、

松戸店、四ッ谷店） 

【いろり庵きらく】 

アスカの 

ベーコンとトマトのかき揚げそば 

５９０円（税込） 

 （全７４店舗） 

 

【R・ベッカーズ／ベッカーズ】 

アスカの 

「あんた、バーガぁ!?」プレート 

８００円（税込） 

（R・ベッカーズ池袋東口店、 

ベッカーズ赤羽店、大宮店、柏店） 

 

 

 

 

 

 

  

【をかし楽市】 

もちあげ 

 

３９８円（税込） 

（日暮里駅 エキュート日暮里） 

【Wa’s sandwich】 

 

 

６５０円（税込） 

（新宿駅 ニュウマン新宿） 

【香炉庵 KOURO-AN】    

 

 

４８６円（税込） 

（東京駅 グランスタ東京） 

 

 

 

 

 

 

  

【本家あべや】 

エヴァンゲリオンカレー 

１,４８０円（税込） 

（東京駅 北町ダイニング） 

【名古屋名物 みそかつ矢場とん】 

カロリーから逃げちゃ駄目だ弁当  

１,７００円（税込） 

（東京駅 グランスタ東京） 

【京橋千疋屋】 

初号機のムース 

８１０円（税込） 

（東京駅 グランスタ東京） 

エキナカ 

エキナカ 

エキナカ 

エキナカ 

エキナカ 

エキソト 

エキナカ 

エキソト 

（ビールが進む ミサトの甘辛カイエンペッパー味） 
Wa’s 襲来  使徒しぐれ 

エキナカ エキナカ 

エキナカ エキナカ 

※店舗情報は、店舗のウェブページをご覧ください。 

SEELE 公認パフェ 



 

 

 

（６）その他 

   【ホテルメトロポリタン（池袋）】 

〇ホテルメトロポリタンでは、オリジナルグッズ＆海洋堂製ジオラマ鑑賞付き「エヴァンゲリオン宿泊プラ 

ン」やレストラン「クロスダイン」にて特別メニューを展開します。詳細はホテルメトロポリタン公式ウェブ 

サイト（https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/evangelion.html）をご覧ください。 

※ホテルメトロポリタン公式ウェブサイトは１２月２８日に更新となります。 

【ＥＶＡ ＳＴＯＲＥ ＬＩＭＩＴＥＤ】 

〇スタンプラリー開催を記念して、「ＥＶＡ ＳＴＯＲＥ ＬＩＭＩＴＥＤ」がエキナカに初出店します。 

〇開催時間・場所は、ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー公式Ｔｗｉｔｔｅｒ（@jre_eva_dsr）にて順 

次お知らせします。 

 

３ 東京モノレール装飾車両の運行と駅構内装飾 

エヴァンゲリオン作品中に登場する「第３新東京市モノレール第２環状線」に外装が似ている東京モノレール 

１０００形(１０４９編成/旧５００形塗装)の車両前面および窓ガラスに装飾を行うほか、羽田空港第２・第３ター 

ミナル駅の一部を装飾し、エヴァンゲリオンファンの皆さまをお迎えします。 

（１）期間 

２０２１年１月１８日(月)～３月７日(日)   

（２）内容 

①装飾車両 

〇東京モノレール１０００形車両の車両前面に「第３新東京市章」と「車番１０４９」のシートを貼るとともに 

運転台に「ワンマン」プレートを設置します。 

〇車両（各号車）の窓に「キャラクター＆名台詞ステッカー」を１枚ずつ掲出します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

②駅構内装飾 

＜東京モノレール羽田空港第２ターミナル駅＞ 

羽田空港第２ターミナル駅北口改札内(Ｂ１階)に、ヒューマンスケール（高さ約２ｍ）の「エヴァンゲリオ 

ン初号機」フィギュアの展示を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

※装飾車両の運行スケジュール等については、東京モノレールウェブサイト（https://www.tokyo-monorail.co.jp） 

でお知らせいたします。 

※東京モノレールでは全車両で抗菌・抗ウイルスコーティング加工を実施しております。 

 

 

 

 

第３新東京市モノレール第２環状線 車両前面イメージ 各車両ステッカーイメージ 

エヴァンゲリオン初号機（イメージ） 羽田空港第２ターミナル駅 構内図 



 

 

 

＜東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅＞ 

羽田空港第３ターミナル駅の３階浜松町駅方面ホーム上の後方ガラス面に、『新劇場版：Q』の碇シン 

ジと渚カヲルの名シーンをデザインしたフォトスポットを設置します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

４ 「ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー 全駅達成計画」の最新情報はこちら 

〇ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー公式ウェブサイト https://www.jreast.co.jp/eva/dsr/ 

〇ＪＲ東日本 エヴァンゲリオンスタンプラリー公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント @jre_eva_dsr 

 

 

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、 

株式会社鉄道会館、株式会社ルミネ、日本ホテル株式会社、株式会社ＪＲ東日本リテールネット、 

株式会社ＪＲ東日本フーズ、©カラー  

 

※ 「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

※当資料中の写真・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、イベント内容等は予告なく変更・中止となる場合があります。 

※歩きスマホは危険ですのでおやめください。 

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

※２０２０年１２月現在の情報です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽田空港第３ターミナル駅 構内図 フォトスポット（イメージ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

【おトクなきっぷの紹介】 

（１）都区内パス 

東京２３区内のＪＲ線の普通列車（快速列車含む）普通車自由席が、 

まるごと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、 

びゅうプラザ、ＪＲ ＥＡＳＴ Ｔｒａｖｅｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｅｎｔｅｒ、   

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お買い求めいただけます。 

 

（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（快速列車含む） 

普通車自由席と東京モノレール線、りんかい線がＳｕｉｃａで乗り降り自由な 

おトクなきっぷです。 

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 

            ※一部お取り扱いしていない駅もございます。 

発 売 日：ご利用日の１ヶ月前から当日までお買い求めいただけます。 

※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（快速列車含む）普通車自由席と東京モノレール、 

りんかい線が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 

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、びゅうプラザ、 

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お買い求めいただけます。 

※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/ 
 

 

（４）東京モノレール沿線お散歩１ｄａｙパス 

土・休日に東京モノレール全線がまるごと１日乗り降り自由です。 

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。 
 

 
 

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。 

 

※定期券をご利用中のＳｕｉｃａ、ク

レジットカード等と一体となった

一部のＳｕｉｃａ、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。 

 


