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今年はタイアップ企画も実施！

「東西線早起きキャンペーン」を実施します
平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 2 月 29 日（水）
東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、東西線の混雑緩和対策の一環として、
平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 2 月 29 日（水）の平日に「東西線早起きキャンペーン」
を実施します。
今回で 5 回目となる本キャンペーンは、朝ラッシュがピークを迎える前の時間帯にご乗車いた
だく「オフピーク通勤（通学）
」を推奨するもので、東西線の中でも混雑率の高い南砂町～茅場町
駅のいずれかの区間を含む IC 定期券をお持ちで、西船橋～門前仲町駅のいずれかの駅をご利用に
なるお客様を対象として実施します。
期間中の設定時間帯に、
対象各駅に設置された専用端末にお手持ちの IC 定期券をタッチすると、
「早起きカウント」が時間帯に応じて 3 カウントまたは 1 カウントが貯まります。キャンペーン
終了後、累計のカウント数に応じて商品券などをプレゼントします。
また、本キャンペーンでは、多くのお客様にご参加いただけるよう、設定時間帯に特別協賛店
へ来店し、専用端末にタッチすることで、来店カウントとして 1 カウントが貯まるほか、仕事・
学校前の朝時間を有効活用する「朝活」にオススメのエクササイズを紹介するイベントに参加す
ることで、参加カウントとして 10 カウントが貯まるタイアップ企画もあわせて実施いたします。
これらのタイアップ企画の情報や、朝にオススメのカフェやスポーツ施設などの特典を掲載し
た情報冊子「東西線早起きのススメ 新しいジブンに」を、対象各駅にて配布いたします。
東京メトロでは、今後とも混雑緩和に向けた各種方策に取り組んでまいります。
詳細は別紙１・２のとおりです。

本キャンペーンは、シナジーメディア株式会社（本社：東京都渋谷区 社長：佐藤 正一）の協力により、PASMO/Suica の運営
システムとはリンクしていない独自のシステムを利用しております。

別紙１
「東西線早起きキャンペーン」概要
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キャンペーン期間
平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 2 月 29 日（水）の平日
（12 月 30 日～1 月 3 日は除く）
キャンペーン参加対象者
南砂町～茅場町駅のいずれかの区間を含む IC 定期券をお持ちで、西船橋～門前仲町駅のいず
れかの駅をご利用になるお客様
※IC 定期券は、PASMO 定期券または Suica 定期券に限ります。また通勤・通学のいずれでも参加可能です。
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キャンペーン参加方法
参加対象のお客様が、各駅の設定時間帯（下図参照）に専用端末にお持ちの IC 定期券をタ
ッチすると、早起きカウントが時間により 3 カウントまたは 1 カウント貯まります。
キャンペーン期間終了後、累計の獲得カウント数により、賞品をプレゼントいたします。
≪専用端末設置箇所≫
西船橋、原木中山、妙典、行徳、南行徳、浦安、葛西、西葛西、南砂町、東陽町、木場、
門前仲町の各駅構内
※IC 定期券（PASMO 定期券または Suica 定期券）を専用端末にタッチするだけで参加が可能であり、事前登録は
不要です。
※1 日に何回タッチされても早起きカウントが貯まるのは 1 回のみです。また、同一の日に異なる駅でタッチされ
ても、設定時間内の最初のタッチのみ有効となります。
※キャンペーンへの参加は、お一人様につき 1 枚の IC 定期券とさせていただきます。
※IC 定期券の再発行を受けた場合は、それまでに貯まったカウント数は引き継がれません。

また、下記のタイアップ企画でもカウントが貯まります。詳細は、別紙２をご参照ください。
○ 設定時間帯に特別協賛店へ来店し、専用端末に IC 定期券をタッチする
○ 「朝活」にオススメのエクササイズを紹介するイベントに参加する
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賞

品

（１）通勤 IC 定期券をご利用のお客様
≪150 カウント以上≫
「Tokyo Metro To Me CARD メトロポイント」4,000 ポイントまたは
ギフトカード 3,000 円分
≪100～149 カウント≫
「Tokyo Metro To Me CARD メトロポイント」3,000 ポイントまたは
ギフトカード 2,000 円分
≪50～99 カウント≫
「Tokyo Metro To Me CARD メトロポイント」2,000 ポイントまたは
ギフトカード 1,000 円分
≪20～49 カウント≫
メトロオリジナルマグカップ
（２）通学 IC 定期券をご利用のお客様
≪50 カウント以上≫
文具セット
≪20～49 カウント≫
メトロオリジナルマグカップ

賞品の引渡し
次の期間・場所に設置する「特設ブース」において、賞品をお渡しします。
（１）期間 平成 24 年 2 月 29 日（水）～平成 24 年 3 月 6 日（火）
（平日 16：00～20：00／土休日 10：00～17：00）
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（２）場所

日本橋駅（定期券うりば付近）、茅場町駅（定期券うりば付近）、妙典駅（改札内）の 3 箇所

※本キャンペーンに使用した IC 定期券をお持ち下さい。
「早起きカウント数」を確認させていただきます。
※お客様の希望により「Tokyo Metro To Me CARD メトロポイント」または、
「ギフトカード」をプレゼントいたしま
す。なお、メトロポイントにつきましては、ご応募いただいた後、プレゼントまで概ね１～２か月程度を予定してお
ります。ギフトカードをご希望のお客様には特設ブースで直接お渡しいたします。

～ 情報冊子「東西線早起きのススメ

新しいジブンに」の配布 ～

本キャンペーンの期間中、原木中山～門前仲町駅において配
布します。大手町、日本橋地域等の朝食を摂れるカフェや、お
にぎり屋、仕事前に利用できるスポーツ施設、学習スペースを
紹介する冊子です。掲載店舗の一部では、この冊子を持参する
と料金割引などの「早起き特典」を受けることができます。
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お客様のお問い合わせ先
≪東京メトロお客様センター≫
TEL 0120-104106 受付時間 9:00～20：00（年中無休）

別紙２

【東西線早起きキャンペーン

タイアップ企画】

（１）設定時間帯に特別協賛店へ来店し、専用端末に IC 定期券をタッチする（1 カウント）
平日の朝 9 時までに以下の店舗へご来店いただき、店舗に設置している専用端末にＩＣ定期
券をタッチすると、来店カウントとして「早起きカウント」が 1 カウント貯まります。

（２）「朝活」にオススメのエクササイズを紹介するイベントに参加する（10 カウント）
本キャンペーン参加者を対象としたタイアップイベントとして、ランニング、ヨガのプロの
インストラクターによる、以下の無料体験レッスンを開催いたします。
タイアップイベントにご参加いただいたお客様には、参加カウントとして「早起きカウント
10 カウント券」をプレゼントいたします。

レッスン内容

「目指せ！完走」フルマ

「スッキリ快適！」仕事

「ココロもカラダもスッ

ラソン対策・朝ランレッ

に活かす朝ラン体験レッ

キリ！」朝美人ヨガレッ

スン

スン

スン

平成 23 年 12 月 4 日（日） 平成 23 年 12 月 16 日（金） 平成 24 年 1 月 13 日（金）
開催日時
会場
※詳細は（１）を参照。

募集人数
申込方法
申込・
お問い合わせ先
備考

8:00～11:00

7:00～8:30

平成 24 年 2 月 17 日（金）

（雨天決行・荒天中止）

（雨天決行・荒天中止）

いずれも 7:30～8:30

ラフィネランニングスタ ラフィネランニングスタ スタジオ・ヨギーＴＯＫ
イル

イル

ＹＯ

30 名

30 名

30 名・女性限定

（定員に達し次第締切）

（定員に達し次第締切）

（定員に達し次第締切）

電話にて事前申込

電話にて事前申込

ラフィネランニングスタイル

03-6273-7221

（平日 6:30～23:00／土日祝 6:30～20:00）

http://haya-oki.com/
から事前申込
株式会社ロハスインター
ナショナル（担当：杉谷）
03-5768-2792

タオル、Ｔシャツ、短パン等各種レンタルは別途料金

※イベント参加当日は、PASMO 定期券または Suica 定期券を必ずご持参ください。
※10 カウント券は、賞品引渡し時に特設ブースまでお持ちください。

※ PASMO マーク
及び
は株式会社パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
※ 株式会社パスモの都合により、予告なく PASMO カードが交換されることがあります。
※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
※ 東日本旅客鉄道株式会社 Suica 利用承認第 22 号（シナジーメディア株式会社 許諾）
※ 当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
※ 東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく Suica カードが交換されることがあります。
※ 「Suica」「モバイル Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※ 株式会社パスモ商標利用許諾済 第 18 号（シナジーメディア株式会社 許諾）

