２ ０ １ ９ 年 １ 月 ８ 日

「スタンプラリー」×「オリジナルメニュー」で友情タッグ！！

「キン肉マン」オリジナルメニューを販売します！


株式会社日本レストランエンタプライズ（本社：東京都台東区 代表取締役社長：日野正夫 以下「ＮＲ
Ｅ」）は、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深澤祐二 以下「ＪＲ東日
本」）が主催する「ＪＲ東日本 キン肉マンスタンプラリー 目指せ全駅制覇！編」において、1 月 10 日
（木）から 2 月 28 日（木）までの期間、「キン肉マン」オリジナルメニューの販売を行います。



ＮＲＥの運営する各店舗において、「キン肉マン」の原作者であるゆでたまご先生が監修された、キャ
ラクターをイメージしたそばやラーメン、弁当などのメニューを計 12 種類ご用意します。スタンプラリー
の休憩等でご利用いただき、お食事でも「キン肉マン」の世界をお楽しみください。



期間中は、12 店舗あるゴール店舗のうちの１つ、「ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ 新宿東口店」において、スタンプ 7
駅を達成のお客さまに「オリジナル キン肉マンコミックシール」を、スタンプ７駅を達成しさらにＳｕｉｃａ
等交通系電子マネーで 400 円以上（税込）ご購入されたお客さまに「オリジナル名シーンカード」をプレ
ゼントします。超人パワーでスタンプ 7 駅を達成し、是非「ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ 新宿東口店」までご来店く
ださい。

１ 「ＪＲ東日本 キン肉マンスタンプラリー 目指せ全駅制覇！編」オリジナルメニュー 概要
（1） 販 売 期 間 2019 年 1 月 10 日（木）～2 月 28 日（木） 計 50 日間
※スタンプの設置は 2 月 27 日（水）まで
（2）参 加 店 舗 駅弁屋、いろり庵きらく、ＴＯＫＹＯ豚骨ＢＡＳＥ ＭＡＤＥ ｂｙ 博多一風堂 など全 45 店舗
（3）メ ニ ュ ー 数 全 12 種類
※（2）（3）の詳細については別紙をご覧ください

２ オリジナルメニュー 例
● キン肉マン弁当 味のタッグマッチ！の巻
（1）価
格 1,350 円（税込）
（2）商品概要 牛ごぼう煮のキン肉マン、網焼きカルビのバッファローマン、
鶏テリー焼き（照り焼き）のテリーマン、ミートボールのミート
くんと肉三昧！ゆでたまごも入ってパワー満点です！
特製掛け紙には、キン肉マンやテリーマン、ミートくんなどの
キャラクターがデザインされています。
（3）販売店舗 駅弁屋 祭 グランスタ店（ＪＲ東京駅）、駅弁屋 品川店、
駅弁屋 頂（ＪＲ新宿駅）、駅弁屋 匠 エキュート上野店 他
※ 営業時間は店舗により異なります
（4）備
考 数量限定（販売数は店舗により異なります）
● 友情パワースタミナ肉そば
（1）価
格 580 円（税込）
（2）商品概要 豚肉とゆでたまごをトッピングしたパワーそば！
キン肉マンのキャラクターやロゴがプリントされた海苔は
全部で 8 種類。どれがくるかはお楽しみ！
（3）販売店舗 いろり庵きらく 全 16 店舗
高田馬場店、目黒店、上野店、御徒町店、秋葉原店、
西日暮里店、四ツ谷店、西荻窪店、田町店、東京京葉店、
グランスタ丸の内店、大森店、グランデュオ蒲田店、
新松戸店、柏 3・4 番線ホーム店、取手店
※ 営業時間は店舗により異なります
（4）備
考 各店舗 30 食限定/日
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● キン肉マンおにぎり
（1）価
格 300 円（税込）
※ おにぎり処こんがりや エキュート品川店
十日町すこやかファクトリー 恵比寿店
280 円（税込）
※ 穂まれや グランスタ丸の内店
ごはん処穂まれや エキュート日暮里店
（2）商品概要 黒毛和牛の甘辛炒めに紅生姜入り。おにぎりの背面には
プリントされた漫画の一コマが。あの頃の記憶が蘇る…
（3）販売店舗 おにぎり処こんがりや エキュート品川店
十日町すこやかファクトリー 恵比寿店
穂まれや グランスタ丸の内店
ごはん処穂まれや エキュート日暮里店
※ 営業時間は店舗により異なります
（4）備
考 数量限定（販売数は店舗により異なります）
● ＵＳハンギングテンダーステーキ～テキサスソース～
（1）価
格 1,380 円（税込）
（2）商品概要 ボリュームたっぷりＵＳハンギングテンダーステーキに
野菜を彩ったバターライスと星型ポテトをご一緒に。
アメリカンなテリーマンの熱い情熱が冷めないよう、
鉄板の上で召し上がれ。
（3）販売店舗 スタシェーン 上野店、スタシェーン田町店
（4）備
考 各店舗 20 食限定/日

３ 「ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ 新宿東口店」 概要
（1）店 舗 名 ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ 新宿東口店
（2）所 在 地 東京都新宿区新宿 3-38-1 ＪＲ新宿駅 東口改札外
（3）営業時間 6：30～23：00（全日）
（4）賞
品
① スタンプ７駅達成のお客さま
「オリジナル キン肉マンコミックシール」
② スタンプ７駅達成しさらに Suica 等交通系電子マネーで
400 円（税込）以上お買い物をされたお客さま
「オリジナル名シーンカード」
４ 【参考】「ＪＲ東日本 キン肉マンスタンプラリー めざせ全駅制覇！編」概要
（1）開 催 期 間 2019 年 1 月 10 日（木）～2 月 27 日（水）
※ 賞品の引換えは 1 月 10 日（木）～2 月 28 日（木）
（2）スタンプ設置駅 山手線エリアを中心とした 63 駅
（JR 東日本 61 駅、東京モノレール 2 駅）
（3）主
催 東日本旅客鉄道株式会社
協 力 ・ 監 修 ゆでたまご、株式会社集英社、東映アニメーション株式会社
協
力 東京モノレール株式会社、株式会社 JR 東日本ステーションサービス、
株式会社鉄道会館、株式会社ルミネ、株式会社 JR 東日本リテールネット、
株式会社日本レストランエンタプライズ、ジェイアール東日本フードビジネス株式会社
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※画像はイメージです。内容は予告なく変更になる場合がございます。

お問い合わせ
株式会社日本レストランエンタプライズ 総務部 広報室 泉・中村
〒110-0016 東京都台東区台東 1-30-7 秋葉原アイマークビル 12 階
TEL：03-5807-2370 FAX：03-5807-2480 http://www.nre.co.jp

【別紙】
商品名

キン肉マン弁当
味のタッグマッチ！の巻

友情パワースタミナ肉そば

東京ミニキン肉マン
（5 個入）

豚肉とニンニクの
スタミナラーメン

牛肉とカレーのタッグ
155 万パワー
玉ねぎと牛肉の
スタミナカレー

US ハンギングテンダー
ステーキ
～テキサスソース～

価格

1,350 円

580 円

680 円

1,000 円

990 円

1,380 円

取扱い店舗

内容

備考

・駅弁屋 祭 グランスタ店
（ＪＲ東京駅）
・駅弁屋 品川店
・駅弁屋 頂（ＪＲ新宿駅）
・駅弁屋 匠
エキュート上野店
他

牛ごぼう煮のキン肉マ
ン、網焼きカルビのバッ
ファローマン、鶏テリー
焼き（照り焼き）のテリ
ーマン、ミートボールの
ミートくんと肉三昧！ゆ
でたまごも入ってパワ
ー満点です。キャラクタ
ーがデザインされた掛
け紙とともに、キン肉マ
ンの世界の旅へ。

数量限定
※店舗により
異なる

・いろり庵きらく 目黒店、
高田馬場店、田町店、
上野店、御徒町店、
秋葉原店、西日暮里店、
四ツ谷店、西荻窪店、
グランスタ丸の内店、
東京京葉店、大森店、
グランデュオ蒲田店、
新松戸店、取手店
柏３・４番線ホーム店

豚肉とゆでたまごをトッ
ピングしたパワーそ
ば。キン肉マンのキャ
ラクターやロゴがプリン
トされた８種類の海苔
はどれがくるのかお楽
しみ！

30 食/日限定

・駅弁屋 祭 グランスタ店
（ＪＲ東京駅）
・駅弁屋 頂（ＪＲ新宿駅）
・駅弁屋 匠
エキュート上野店
・駅弁屋 上野中央改札店

大正 11 年創業の「山水
樓」の肉まんを使用。ミ
ニ肉まんの上には金粉
をのせて、これが本当
の「キン肉マン」！？常
温でも食べられるから
いつで も どこで もパワ
ーチャージ可能！キン
肉マンがデザインされ
た折箱は、お土産にも
おすすめ。

数量限定
※店舗により
異なる

・TOKYO 豚骨 BASE
MADE by 博多一風堂
池袋店
エキュート品川サウス店
赤羽店

甘辛いタレで煮込んだ
たっぷりの豚肉と、キン
肉マンのパワーの源で
あるニンニクとのコラ
ボ！「肉」の焼き印入り
のゆでたまご付いた、
豚骨スープの肉食系ラ
ーメンです。
海苔にも名シーンが！

数量限定
※店舗により
異なる

・野菜を食べるカレー
camp express
池袋店
エキュート品川サウス店

キン肉マンの 95 万パワ
ー+カレクックの 60 万パ
ワー=155 万パワー！
玉ねぎ、牛肉を甘辛く
炒めて卵黄をトッピング
した、「夢のタッグ」スタ
ミナカレー。

数量限定
※店舗により
異なる

・スタシェーン
上野店
田町店

ボリュームたっぷり US
ハンギングテンダース
テーキに、野菜を彩っ
たバタ ーライスと 星型
ポテトを添えました！テ
リーマンの熱い情熱が
冷めないよう、鉄板の
上で召し上がれ。

20 食/日限定

商品写真
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キン肉マンおにぎり

バッファローマンの
1,000 万パワー焼きそば

必殺！野菜吸引！
ブラックホールカレー

マ ウン テ ン

ザ・魔雲天丼

バッファローマンの
1,000 万パワーリゾット

テリーマンのブルー
ラズベリーソーダフロート

品川/
恵比寿
300 円
丸の内/
日暮里
280 円

1,000 円

980 円

1,980 円

1,300 円

500 円

・おにぎり処こんがりや
エキュート品川店
・穂まれや
グランスタ丸の内店
・ごはん処穂まれや
エキュート日暮里店
・十日町すこやかファクトリー
恵比寿店

黒毛和牛の甘辛炒め
に紅生姜入り！おにぎ
りの背面にはプリントさ
れた漫画の一コマが！
あの頃の記憶が蘇る…

数量限定
※店舗により
異なる

・上龍酒家 上野店

手羽先の素揚げと焼き
そばは、まさに上から
見たバッファローマンの
顏！パワーと味は悪魔
超人級の一品。

20 食/日限定

・上野 ぶんか亭

必殺「吸引ブラックホー
ル」で野菜が吸い込ま
れてゆく！！コクと深
みのあるこのブラックホ
ールカレーに吸い込ま
れないうちに、果たして
食べきることができる
か！？

20 食/日限定

・いろり庵 上野店
・天ぷらけやき
東京駅キッチンストリート店

高くそびえる鶏天と穴
子天はまさにエベレス
ト級！素揚げした茄子
とタル タル ソースの柔
道着をまとった、まさに
「ザ・魔雲天（マウンテ
ン）」の丼！！

20 食/日限定

・リーゾカノビエッタ
グランスタ店（東京駅）

バッファローマンをモチ
ーフに牛肉（バッファロ
ー）を使用したリゾット。
牛肉たっぷりなリゾット
を食べて、これであな
たも 1000 万パワーの
超人に！！

15 食/日限定

・GOOD TIMES 新宿東口店

ブルーラズベリーソー
ダにバニラアイスとナタ
デココをトッピング。ナ
タデココはテリーマンの
象徴である星型を再現
しています。さわやかな
味わいとキュートな見
た目が、闘いの疲れを
癒します。

30 食/日限定

※価格は全て税込です。
※営業時間は店舗により異なります。
※写真・イラスト等はイメージです。内容は予告なく変更になる場合がございます。
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