2018 年 12 月 18 日
東京地下鉄株式会社
大阪市高速電気軌道株式会社
東海旅客鉄道株式会社
東京メトロ・Osaka Metro・JR 東海合同企画

「冬の煌めき Tokyo Metro×Osaka Metro スタンプラリー」を開催いたします
2018 年 12 月 21 日（金）～2019 年 1 月 31 日（木）、東京と大阪の 2 ステージ制
各ステージ達成で達成賞の他、抽選で素敵な賞品をプレゼントします

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区 社長：山村 明義）
、大阪市高速電気軌道株式会社（本
社：大阪市西区 社長：河井 英明）
、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市 社長：金子 慎）
、
では、2018 年 12 月 21 日（金）から 2019 年 1 月 31 日（木）にかけて 3 社合同企画「冬の煌めき
Tokyo Metro×Osaka Metro スタンプラリー」を開催いたします。
このスタンプラリーは、東京メトロと 2018 年 4 月 1 日に開業した Osaka Metro が両地域のさら
なる活性化を目的とするもので、東京ステージと大阪ステージの 2 ステージ構成となっています。
東京・大阪の両ステージにおいて、付近にイルミネーションの名所がある駅に設置されたスタン
プを集めていただきます。各ステージで全てのスタンプを集めると、達成賞をプレゼントいたしま
す。さらに、両ステージを達成し、東京・品川・新横浜駅～新大阪駅間を東海道・山陽新幹線のネ
ット予約サービス「エクスプレス予約」または「スマート EX」を利用して東海道新幹線にご乗車に
なったお客様は、JR 東海 EX 賞・東京メトロ賞・Osaka Metro 賞などの W チャンス賞にご応募いた
だけます。
詳細は別紙のとおりです。

別

紙

「冬の煌めき Tokyo Metro×Osaka Metro スタンプラリー」詳細

１

開催期間
【東京ステージ】
【大阪ステージ】共通
2018 年 12 月 21 日（金）～2019 年 1 月 31 日（木）

２

参加費
無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。
）

３

スタンプ台設置場所
【東京ステージ】
（１）銀座線

京橋駅

銀座方面改札付近

（２）日比谷線

神谷町駅

飯倉方面改札付近

（３）千代田線

二重橋前〈丸の内〉駅 駅事務室付近

※スタンプ台設置時間は全駅 9:00～20:00
※スタンプ台は、全て改札外に設置しています。

【大阪ステージ】
（１） 中央線

谷町四丁目駅

東改札付近

（２） 中央線

大阪港駅

西改札付近

（３） 御堂筋線

なんば駅

北東改札付近

※スタンプ設置時間は始発から終発までです。
※スタンプ台は、全て改札外に設置しています。

４

達成賞引換場所及び引換期間
【東京ステージ】
中央区観光情報センター（最寄駅：京橋駅）
営業時間 9:00～21:00 年中無休 ※ビルの全館休館等を除く
引換期間 2018 年 12 月 21 日（金）～2019 年 2 月 1 日（金）
引換時間 営業時間に準ずる
【大阪ステージ】
Osaka Metro 御堂筋線なんば駅 「地下鉄案内カウンター」北エリア
営業時間 8:00～19:00
引換期間 2018 年 12 月 21 日（金）～2019 年 2 月 1 日（金）
引換時間 営業時間に準ずる

５

参加方法
【東京ステージ】
東京メトロ各駅（一部を除く）に設置したラックから専用リーフレットを入手し、3 駅に設置
したスタンプを全て集め、達成賞引換場所窓口でリーフレットを提示すると、もれなく達成賞を
プレゼントします。
【大阪ステージ】

Osaka Metro 各駅に設置したラックから専用リーフレットを入手し、3 駅に設置したスタンプ
を全て集め、達成賞引換場所窓口でリーフレットを提示すると、もれなく達成賞をプレゼントし
ます。
〖両ステージ共通〗
※リーフレットはなくなり次第配布終了となります。
※達成賞の引換は、お一人様につき一回となります。

６

W チャンス賞
東京・大阪の両ステージを達成し、スタンプラリー実施期間中の東京・品川・新横浜駅～新大阪
駅間（片道）を東海道・山陽新幹線ネット予約サービス「エクスプレス予約」または「スマート EX」
で利用したお客様は W チャンス賞へご応募できます。申し込み方法は「EX ご利用票」または「ご
利用票兼領収書」を両ステージ全てのスタンプを達成したリーフレットに添えて写真を撮り、リ
ーフレットに記載されている 2 次元バーコードから応募フォームへアクセスし、必要事項をご入
力の上、撮影した画像を添えてご応募ください。
※W チャンス賞へのご応募は、お一人様につき一回となります。
※W チャンス賞は、達成賞の引き換えをしなくても、条件を満たしていればご応募できます。
※W チャンス賞の応募フォームの受付は、2019 年 2 月 3 日（日）23：59 までです。
※ご応募いただいたお客様の個人情報は W チャンス賞の抽選及び「賞品の発送」以外の用途には使用いたしませ
ん。また、個人情報は責任を持って管理いたします。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※賞品の発送は 3 月上旬を予定しております。
※「スマート EX」のご利用には初回利用時にお持ちのクレジットカード等のご登録が必要です。

７

達成賞 賞品内容
【東京ステージ】
・東京メトロ オリジナルハンカチ （達成者全員プレゼント）
※賞品はなくなり次第変更になる場合がございます。

【大阪ステージ】
・Osaka Metro オリジナルハンカチ （達成者全員プレゼント）
※賞品はなくなり次第変更になる場合がございます。

ステージ達成賞イメージ

東京メトロ

オリジナルハンカチ（イメージ）

※柄は変更となる場合がございます。

８

W チャンス賞 賞品内容

Osaka Metro オリジナルハンカチ（イメージ）

【東京メトロ賞】
・東京メトロオリジナルグッズ詰め合わせ・・・・・・15 名様
【Osaka Metro 賞】
・Osaka Metro オリジナルグッズ詰め合わせ・・・・・15 名様
【JR 東海 EX 賞】
・
「いいもの探訪」
（※）より JR 東海沿線地域の逸品・名産品詰め合わせ
①「ご飯ほかほかセット」

5 名様

②「麺つるつるセット」

5 名様

③「フルーツもりもりセット」

5 名様
合計 15 名様

（※）
「いいもの探訪」とは、JR 東海沿線の美味しい食べ物やこだわりの工芸品を産地直送でお取り寄せいただける
通販サイトです。素材や製法など、つくり手の思いが伝わり、その土地で愛されてきた逸品を多数取り揃えて
います。

「いいもの探訪」HP
http://e-mono.jr-central.co.jp

（※）W チャンス賞の賞品（東京メトロ賞、Osaka Metro 賞、JR 東海 EX 賞）はご応募の際に選択いただけます。な
お、JR 東海 EX 賞をお選びいただいた方には、上記①～③の賞品のいずれかをお届けします。

◆JR 東海 EX 賞 詳細
「ご飯ほかほかセット」
奇跡の米 伊勢ひかりと結びの神 各 2kg（白米）など 5 点セット・・・・・5 名様

奇跡の米 伊勢ひかりと結びの神

陶珍（電子レンジ専用のおひつ･調理器）

比叡山延暦寺御用達 湯葉のお吸物三種

各 2kg（白米）

小（粉引）

12 個セット

飛騨牛カレー4 個セット

老舗の特選時雨煮詰合せ（はまぐ
り、かき）

「麺つるつるセット」

京料亭「たん熊」にしんそば 6 袋など 5 点セット・・・・・・・・・・・5 名様

京料亭「たん熊」にしんそば

老舗の薬味

6袋

贈答用 手打式伊勢うどんセット

手火山式焙乾

木筒セット（3 本）

芝安 冬暖味詰合せ

30

本枯田子節と削り箱

（小）セット

「フルーツもりもりセット」
信州松川町 フルーツスムージー10 本セットなど 5 点セット・・・・・・・5 名様

信州松川町

フルーツスムージー

信州まし野ワイン フルーツジュース

10 本セット

信州くだものジュレ

４種詰合せ

丸嘉小坂漆器店すいとうよ （小皿 3

近江高島 tomo'n 季節のジャム

枚セット）

詰合せ B

※賞品の内容は、やむを得ない事情により予告なく変更となる場合があります。
※画像は全てイメージです。セット内容と異なる場合があります。

９

お客様お問い合わせ先
【東京ステージ】
東京メトロお客様センター

TEL：0120-104106（年中無休 9:00～20:00）

【大阪ステージ】
Osaka Metro・シティバス案内コール TEL：06-6582-1400（年中無休 8:00～21:00）

3 種セット

