
            2017年 9月 25日 

「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会 

 

記念レプリカきっぷを集めながら京橋～丸の内～東京駅～八重洲～日本橋を巡る 

大好評ラリーイベントが 2017年も開催 

「発見！てくてくきっぷ旅」開催決定 

開催期間：2017年 10月 7日（土）～11月 5日（日） 30日間 

 

「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会（国分グループ本社㈱、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱髙島屋、東京ステーション

シティ運営協議会、東京建物㈱、東京地下鉄㈱、日本郵便㈱、三井不動産㈱、㈱三越伊勢丹、八重洲地下街㈱の

10社からなる、以下実行委員会）は、2017年 10月 7日（土）～11月 5日（日）の 30日間、「記念レプリカきっぷ（硬

券）」を集めながら京橋～丸の内～東京駅～八重洲～日本橋エリアを散策するラリーイベント「発見！てくてくきっぷ

旅」を開催します。 

2014年の「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」では 71日間開催で延べ 16万人（約 2,300人／日）、2015年

の「東京駅～日本橋 昭和レトロめぐり」では 25日間開催で延べ 10万人（約 4,000人／日）、2016年の「発見！てく

てくきっぷ旅」では 27日間開催で延べ 13万人（約 4,800人／日）の方にご参加いただき、好評を博したイベントの第

4 回目となります。実行委員会の参画企業も 2014 年の 5 社から、今年は 10 社に増え、イベント規模を過去最大に

拡大して開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念レプリカきっぷ（硬券）を集めながら東京駅周辺エリア&日本橋エリアを巡るラリーイベント 

第 4 回を迎える今回は、“街と街、歩いて見つけるお気に入り！”をテーマに開催します。東京駅周辺エリア（京橋、

丸の内、東京駅、八重洲）と日本橋エリアの全 10スポットでもらえる記念レプリカきっぷ（硬券）を集めながら、散策マ

ップを片手にエリア内の“フォトジェニック”なスポットを巡ったり、会期中に催される様々なイベントにご参加いただく

ことで、さながら“歩く鉄道旅行気分”を味わうことができます。 

 

特別イベントやお得な特典など、散策を盛り上げるコンテンツを多数用意 

会期中は、毎年大好評の「元駅員による入鋏イベント」や、散策対象エリア内を電車イラストでラッピングされた自転車

が運行する「てくてくトレイン運行中！」、E5 系ミニ新幹線はやぶさに乗車することができる「ミニ新幹線に乗ろう！」

の 3 つの特別イベントを開催。記念レプリカきっぷ（硬券）を全て集めた方を対象に、素敵な賞品が当たる抽選会も実

施します。 

さらに、今年初めての企画として、散策対象エリア内の対象店舗で記念レプリカきっぷ（硬券）を見せることで、お

得なサービスを受けることができる「見せトクきっぷサービス」を実施します。 

 

 

  



【イベント概要】 

正式名称： 発見！てくてくきっぷ旅（はっけん！てくてくきっぷたび） 

開催期間： 2017年 10月 7日（土）～11月 5日（日） 30日間 

主 催： 「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会 

 《実行委員会構成メンバー》 

 国分グループ本社㈱、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱髙島屋、東京ステーションシティ運営協議会、 

 東京建物㈱、東京地下鉄㈱、日本郵便㈱、三井不動産㈱、㈱三越伊勢丹、八重洲地下街㈱ 

 ※五十音順 

企画協力： ㈱鉄道会館 

協   力： 日本橋料理飲食業組合、人形町商店街協同組合、日本橋六乃部地区委員会、人形町商店街三水会 

        薬祖神奉賛会、日本橋恵比寿べったら市保存会、日本橋・京橋まつり実行委員会（東京中央大通会 

室町大通会）、日八会（日本橋六乃部町会連合会青年部※五十音順 

後 援： 中央区、千代田区 ※五十音順 

公式サイト： http://tekutekukippu.com 

一般のお問い合わせ先： 発見！てくてくきっぷ旅事務局 0120-123-067（受付時間：月~金 10:00～17:00）  

      ※10月 7日（土）～9日（月・祝）、11月 3日（金祝）～5日（日）は受付いたします。 

【イベント詳細】 

1. 参加方法について 

【STEP 1】散策対象エリア内の 10スポットで「散策マップ」を手に入れる。 

散策対象エリア内の 10スポットでは、「発見！てくてくきっぷ旅」の遊び方やエリアの見どころ、グルメなどを紹介した

『散策マップ』を配布します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【STEP 2】散策対象エリア内の 10スポットで「記念レプリカきっぷ（硬券）」を手に入れる。 

散策対象エリア内の 10 スポットでは、それぞれのスポットのロゴをあしらった『記念レプリカきっぷ（硬券）』（全 10 種

類）を配布します。今回のイベントのためだけにご用意した、特別仕様の記念レプリカきっぷ（硬券）は、現役時代の硬

券と同じ印刷機や板紙を使い、こだわりの方法で製造しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記念レプリカきっぷ（硬券）は、実際に使用することはできません。 

  

《記念レプリカきっぷ（硬券） イメージ》 

《散策マップ 表紙イメージ》 《散策対象エリア イメージ》 

http://tekutekukippu.com/


【STEP 3】散策対象エリア内の 2スポットで「硬券フォルダー」を手に入れる。 

散策対象エリア内の 2スポットでは、集めた記念レプリカきっぷ（硬券）を収納できる『硬券フォルダー』を配布します。

硬券フォルダーには、東京駅周辺エリア散策用と日本橋エリア散策用の 2 種類があり、それぞれ、「東京スクエアガ

ーデン」と「日本橋三越本店」で配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【STEP 4】全ての記念レプリカきっぷ（硬券）を集めたら、土・日・祝日開催の抽選会に参加 

散策対象エリア内の 10 スポット全ての記念レプリカきっぷを集めると、土・日・祝日に「日本橋案内所（COREDO 室

町 地下 1 階）」で開催する『抽選会』にご参加いただけます。合計 500 名様に豪華賞品が当たるほか、抽選にはず

れてもコンプリートした方全員に、「完歩賞」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【散策マップ／記念レプリカきっぷ（硬券）／硬券フォルダー配布場所、抽選会実施場所】 

東京駅周辺エリア               

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋エリア               

 

 

 

 

 

 

 

 

抽選会会場               

 

 

 

 

 

※記念レプリカきっぷ（硬券）、硬券フォルダーともなくなり次第終了とさせていただきます。 

※記念レプリカきっぷ（硬券）は配布される各スポット 1 ヵ所につき、お一人様 1回 1枚限りの配布となります。 

※硬券フォルダーはお一人様 1回 1枚ずつ、2種類・合計 2枚の配布となります。 

  

《抽選会賞品 イメージ》 

【東京スクエアガーデン】 
1階 貫通通路 
配布時間 11:00～18:00 
★東京駅周辺エリア散策用 
  硬券フォルダー配布場所 

【JR東日本東京駅】 
丸の内地下南口改札外 動輪の広場 
配布時間 10:00～20:00 
※10/7（土）のみ 11:00～20:00 

【大丸東京店】  
1階 店内案内所 
配布時間 平日 10:00～21:00 
（土日祝 10:00～20:00） 

【日本橋三越本店】 
本館 1階 ライオン口案内所横 
配布時間 10:30～19:30 
★日本橋エリア散策用 
  硬券フォルダー配布場所 

【日本橋髙島屋】 
1階 正面インフォメーション 
配布時間 10:30～19:30 

【国分 ROJI日本橋】 
1階 店舗入口横特設デスク 
配布時間 11:00～18:00 

【COREDO日本橋】 
地下 1階 インフォメーション 
配布時間 10:30～19:30 

【八重洲地下街】 
メインアベニュー 
開催時間 10:00～20:00 

【東京メトロ 日本橋駅】 
日本橋駅 定期券うりば 
配布時間 9:00～18:00 

【ＫＩＴＴＥ】 
地下 1階 観光案内所「東京シティアイ」 
配布時間 8:00～20:00 

【COREDO室町 1】 
地下 1階 日本橋案内所 
抽 選 日 会期中の土・日・祝日 
＜10月 7日（土）・8日（日）・9日（月・祝）14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）・ 
  11月 3日（金・祝）・4日（土）・5日（日）＞ 
抽選時間 10:00～21:00 

《東京駅周辺エリア散策用 イメージ》 《日本橋エリア散策用 イメージ》 



2. 特別イベントについて 

会期中は、「元駅員による入鋏イベント」、「てくてくトレイン運行中！」、「ミニ新幹線に乗ろう！」の 3 つの特別イベ

ントを開催します。 

 

【EVENT 1】元駅員による入鋏イベント 

今では聞くことが少なくなった、駅改札で奏でられる「カンカンカッカン」という懐かしい音。今回、10 スポットの記念

レプリカきっぷ（硬券）配布場所にて期間限定で、復活します。知っている人には懐かしく、知らない人には新しい入

鋏の実演をぜひお楽しみください。 

※一部施設は、入鋏実演イベント実施場所と記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所が異なります。 

 

期 間： 10月 7日（土）・21日（土）・11月 5日（日） 

時 間： 各日とも 11:00～16:00 

場 所： 10スポットの記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所 

 ※大丸東京店は、「1階中央入口」にて実施。 

    入鋏実演イベント実施場所と記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所が異なります。 

 

 

 

 

 

 

※入鋏を入れることができるのは、各拠点で配布される「記念レプリカきっぷ（硬券）」のみとなり、鉄道会社で発売のきっぷ（普通乗車券、回数券

等）への入鋏は行いません。 

 

【EVENT 2】てくてくトレイン運行中！《初実施》 

散策対象エリア内を電車イラストでラッピングされた自転車が走ります。散策マップを持っているときに出会えると、

「駅名標シール」がもらえます。 

 

期 間： 10月 14日（土）・29日（日） 

時 間： 各日とも 11:00～15:00 

場 所： 散策対象エリア内 

 

※雨天・荒天により運行中止の場合は、「駅名標シール」の配布も中止となります。 

 

 

【EVENT 3】ミニ新幹線に乗ろう！ 

東京駅丸の内地下南口すぐそばのＫＩＴＴＥ前 地下広場では、E5系ミニ新幹線はやぶさを運行します。 

整理券をもらったら、ぐるりと広場を一周、駆け巡ることができます。 

 

期 間： 10月 7日（土）～9日（月・祝） 

時 間： 各日とも 10:00～16:00 

 ※整理券配布 9:30～／12:30～（先着順、配布次第終了） 

場 所： ＫＩＴＴＥ前 地下広場 

 

 

  



3. 「見せトクきっぷサービス」について 《初実施》 

今年初めての取り組みとして、散策対象エリア内の対象店舗で、配布している全 10 スポットのうちいずれかの記念

レプリカきっぷ（硬券）を見せることで、お得なサービスを受けることができる「見せトクきっぷサービス」を実施します。 

 

期 間： 10月 7日（土）～11月 5日（日） 

時 間： 各対象店舗の営業時間に準じる 

場 所： 京 橋 エリア 東京スクエアガーデン 

   ＜京橋エリア 対象飲食店＞ 

   ・BEEF UP TOKYO charcoal grill & bar 

 丸の内エリア ＫＩＴＴＥ 

 東京駅エリア グランスタ丸の内、北町ダイニング、キッチンストリート、黒塀横丁、グランルーフ、 

  東京駅構内店舗（NewDays、ハニーズバー、Rød 東京店） 

 八重洲エリア 大丸東京店、八重洲地下街、八重洲仲ダイニング（東京建物八重洲ビル内） 

 日本橋エリア ICCHO日本橋（東京建物日本橋ビル内）、COREDO日本橋、 

  日本橋髙島屋、日本橋三越本店 

  ＜日本橋エリア 対象飲食店＞ 

  ・日本橋 とよだ 

  ・日本橋 舟寿し 

  ・日本橋 和牛すき焼き 伊勢重 

   

 ※「見せトクきっぷサービス」の詳細はホームページでご確認ください。（URL：http://tekutekukippu.com） 

 

 

4. イベントご参加にあたっての注意事項 

・「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集める順番は自由です。また、1日で全て集める必要はありません。 

・「発見！てくてくきっぷ旅」の参加に必要な交通費については、お客様のご負担となります。 

 

http://tekutekukippu.com/

