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東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下「東京メトロ」）では、
沿線の街の魅力を発見する散策型スタンプラリー「駅から始まるさんぽ道 2019」の秋コースを 2019 年
10 月 1 日（火）から 2019 年 12 月 26 日（木）まで 3 か月間、開催いたします。 

このスタンプラリーは、東京メトロの駅員が「ぜひ、オススメしたい！」と厳選した街の魅力を   
近年人気のウォーキングの要素を加えながら、1 年にわたってご紹介するもので、春・夏・秋・冬と、
3 か月ごとに 3 コースずつ実施しています。 

今回の 秋コースは、「東池袋」「銀座」「本郷三丁目」の 3 駅周辺で、心地よい秋風が吹き抜ける中、
出かけたくなるようなコースをご用意しました。10 月 1 日（火）から 12 月 26 日（木）の 3 か月間、
いつでも、何度でもご参加いただけます。豪華賞品を目指してスタンプラリーを楽しみながら、東京メ
トロ沿線に隠された新たな魅力を発見してみてはいかがでしょうか。 

詳細につきましては別紙 1 のとおりです。 

また、同時期にデジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」内にて、「駅から始まるさんぽ道 2019」の春・
夏コースを復刻開催します。アプリ限定で 4 月～6 月に実施した春コース(千駄木、飯田橋、西葛西)お
よび 7 月～9 月に実施した夏コース(新宿御苑前、秋葉原、明治神宮前<原宿>)のスタンプを再び手に入
れることができます。春・夏コースに参加できなかった方も、ぜひこの機会に豪華賞品が当たる、春・
夏・秋・冬の全コース達成を目指してみてはいかがでしょうか。 

詳細につきましては別紙 2 のとおりです。 

 

 

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

沿線の街の魅力を発見する散策型スタンプラリー 

「駅から始まるさんぽ道」の秋コースを開催します！ 
各コース達成で合計 640名様に豪華賞品をプレゼント＆アプリ限定で春・夏コースも復刻開催 

告知ポスター 
（2019年 10月 1日 ～ 12 月 26日 実施分） 

スタンプ帳 
（通年、12コースで使用） 

アプリ限定スタンプラリー 
（春・夏コース） 



 

「駅から始まるさんぽ道 2019」秋コース 詳細 

  

１ 実施内容 

  「駅から始まるさんぽ道」は春・夏・秋・冬と、3 か月ごとに 3 コースずつ実施しているスタンプ

ラリーで、今回は秋コースとなります。1 コースにつき 3 か所のスタンプポイントを用意しており、

3 か所全てのスタンプを集めると 1 コース達成です。達成したコース数に応じてご応募いただくと、

抽選で豪華賞品が当たります。 

 

２ 実施期間 

2019 年 10 月 1 日（火）～12 月 26 日（木） 

 

３ 実施コース 

（１）東池袋駅コース 

「新しさと古き良きものが共存する街」 

 ＜メインスポット＞ 

サンシャインシティ 

   

＜スタンプポイント＞ 

   東京芸術劇場（7-A） 

豊島区立目白庭園（7-B） 

雑司が谷旧宣教師館（7-C） 

 

 

（２）銀座駅コース 

「銀座を歩けば、ご当地グルメが楽しめる」 

 ＜メインスポット＞ 

   ぐんまちゃん家 

   

 ＜スタンプポイント＞ 

   香川・愛媛せとうち旬彩館（8-A） 

とっとり・おかやま新橋館（8-B） 

銀座熊本館（8-C） 

 

 

（３）本郷三丁目駅コース 

「御朱印帳を持って、幸せさがし散歩」  

＜メインスポット＞ 

  湯島天満宮 

 

＜スタンプポイント＞ 

   サカノウエカフェ（9-A） 

     三河稲荷神社（9-B） 

櫻木神社（9-C） 

 

    ※コースは予告なく変更する場合がございます。 

 

４ 参加費 

  無料 （スタンプラリーに必要な交通費および施設の入場料、郵送料はお客様のご負担となります。） 

別紙１ 



 

５ 参加方法 

（１）スタンプポイントまたは各駅のラックにて配布する専用チラシおよびスタンプ帳を入手します。 

（２）1コースにつき、3か所のスタンプを集めます。（応募用台紙への押し忘れにご注意ください。） 

※スタンプ帳は、お 1人様につき、同時に 4枚まで押印可能です。（達成賞が 4種類あるため） 

（３）秋コースの達成数に応じて、「1コース達成賞」「3コース達成賞」のプレゼントに応募することが

できます。また、4月～6月に実施した春コースおよび 7月～9月に実施した夏コース（アプリ限

定で 10 月～2020 年 3 月に実施する復刻開催分を含む。）の達成数と合わせて「6 コース達成賞」

のプレゼントに応募することができます。さらに、2020年 1月～3月に実施する冬コースの達成

と合わせて「全コース達成賞」にも応募することができます。 

必要事項を記入して、スタンプ帳の「プレゼント応募申込用紙」を切り離し、郵便切手を貼って

ご応募ください。（消費税率の改定に伴い、10 月 1 日から郵便料金が変わりますのでご注意くだ

さい。） 

（４）その他 

・プレゼントの応募は、各賞につき、お 1 人様 1 回限りです。（4 種類それぞれ 1 回ずつ応募可能） 

 ※各賞全てに応募するためには、スタンプ帳が合計 4枚必要です。 

 ※複数の賞に応募いただいた場合でも、当選はお1人様1回限りです。（重複当選はいたしません。） 

・スタンプポイントを回る順番は自由です。また、スタンプ設置期間内（3か月間）であれば、1日

で集めなくても有効です。 

・スタンプポイントの営業時間外、休館等でスタンプが押せない日もございますので、予めご確認

の上、お出かけください。 

・参加中のけが、事故などにつきましては責任を負いかねます。 

・ご応募いただいた方の個人情報は、賞品の発送時に利用させていただくほか、個人を特定しない

範囲での集計および分析に使用し、その他の用途には使用いたしません。また、個人情報保護の

ため、責任を持って管理いたします。 

６ プレゼント応募締切 

2020年 4月 10日（金） 当日消印有効 

 

７ 賞品内容 

・1コース達成賞 東京メトロ 24時間券（東京メトロ線 全線乗り降り自由）  ・・・500名様 

・3コース達成賞 SKY CIRCUSサンシャイン60 展望台チケット（東池袋駅直結）  ・・・50組 100名様 

・6コース達成賞 東京メトロ沿線ホテル ランチお食事券 5,000円分         ・・・30名様 

・全コース達成賞 東京メトロ沿線ホテル ご宿泊券                        ・・・5組 10名様     

※賞品は予告なく変更となる場合があります。 

※賞品は季節毎に共通で、6 コース以上の達成には複数の時期でご参加いただく必要があります。 

※各賞の当選は、商品の発送をもってかえさせていただきます。 

     

    

   

  

  

 

 

８ お問い合わせ先 

東京メトロお客様センター 

電話でのお問い合わせ   ：TEL 0120-104106 （9:00～20:00 年中無休） 

メールでのお問い合わせ  ：https://www.tokyometro.jp/support/ 

以  上 

1コース達成賞 6コース達成賞 3 コース達成賞 全コース達成賞 

https://www.tokyometro.jp/support/


 

 

アプリ限定「駅から始まるさんぽ道 2019」春・夏コース復刻開催 詳細 

 

１ 実施内容 

ただいま、アプリ限定として実施しております「駅から始まるさんぽ道 2019」の春コース(千駄木

駅、西葛西駅、飯田橋駅)に加え、さらに 7 月～9 月に実施しました夏コース(新宿御苑前駅、秋葉原

駅、明治神宮前<原宿>駅)を、10 月 1 日(火)からデジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」内にて復刻

開催します。これからでも春・夏コースを散策し、このアプリでスタンプを集めれば、各コース達成

の豪華賞品の応募を目指すことができます。さらにアプリならではの特徴として、従来の春・夏コー

スで紹介したスポットの他に、各コースでスタンプポイントが 9か所以上追加されているほか、スポ

ットへの地図上のナビゲーション、スポットの訪問した日時を記録する「ツアーカード」や、「フォト

ブック」などの機能が充実しています。 

  ※従来のスタンプラリーと同様、3か所のスタンプを集めると 1コース達成となります。（追加され

たスタンプポイント含め、いずれか 3か所のスタンプを集めれば達成となります。） 

  ※アプリ限定の春・夏コースは従来と同様、各 3コースあり、全て集めれば 6コース達成となりま 

す。 

 

２ 実施期間 

  2019年 10月 1日(火) ～ 2020年 3月 31日(火)  

 

３ 実施コース 

春コース 

（１）千駄木駅コース   「海外の人も注目する、下町情緒あふれる街」 

＜メインスポット＞ 夕やけだんだん 

＜スタンプポイント＞ やなか健真堂、金吉園ほか 11か所 

 

（２）西葛西駅コース   「川沿いの自然を満喫、西葛西公園めぐり」 

＜メインスポット＞ 行船公園（平成庭園） 

＜スタンプポイント＞ 江戸川区自然動物園、フォーシーズンズカフェほか 10か所 

 

（３）飯田橋駅コース   「夫婦円満と縁結び、粋な江戸風情を味わって」 

＜メインスポット＞ 東京大神宮 

＜スタンプポイント＞ カナルカフェブティック、不二家ほか 13か所  

 

夏コース 

（１）新宿御苑前駅コース 「都会の真ん中で深呼吸、歩き疲れたら緑のオアシスへ」 

＜メインスポット＞ 新宿御苑 

＜スタンプポイント＞ 太宗寺、ハンバーグウィルほか 10か所 

 

（２）秋葉原駅コース   「古さと新しさの交差点、この街には刺激と発見がいっぱい」 

  ＜メインスポット＞ 神田明神 

  ＜スタンプポイント＞ 苺庵、ふれあいハリネズミ CHEESEほか 14か所 

 

（３）明治神宮前〈原宿〉駅コース  「おしゃれスポット巡りと、運気アップが叶う街」  

＜メインスポット＞ 東郷神社 

＜スタンプポイント＞ クッキータイム、トッティキャンディファクトリーほか 11か所 

 

 

別 紙２ 



４ 参加費 

  無料  

※スタンプラリーに必要な交通費および施設の入場料、郵送料はお客様のご負担となります。 

※アプリダウンロードは無料です。なお、通信料はお客様のご負担となります。 

 

５ アプリについて 

「SpotTour」専用サイト https://spottour.jp/app/よりダウンロードしてください。 

※上記 URLをスマートフォンから閲覧すると App Store/Google Playに遷移します。 

 

６ 参加方法 

（１）春・夏コースを散策し、「SpotTour」のアプリにて１コースにつき、3か所のスタンプを集めます。 

（２）アプリ内、スタンプラリーの画面下で「コース」> 「特典」をタップし特典画面を表示します。 

「特典を見る」をタップし、印刷用スタンプ画像をダウンロードの上、印刷いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）印刷したスタンプ画像をスタンプ帳の当該コースのスタンプ枠に貼り、必要事項を記入して、ス

タンプ帳の「プレゼント応募申込用紙」を切り離し、郵便切手を貼ってご応募ください。（消費税

率の改定に伴い、10月 1日から郵便料金が変わりますのでご注意ください。） 

※スタンプ帳は、各駅のラックまたは秋コースのス 

タンプポイントにて入手してください。 

※春・夏コースのスタンプポイントにはスタンプ帳 

は設置しておりません。ご注意ください。 

   ※お客様のユーザーコードも含めたスタンプ画像を 

    貼ってください。 

  

（４）その他                                                  

・アプリ限定スタンプラリーで集めたスタンプおよび従来スタンプラリーで集めたスタンプととも 

にコース達成数に応じて、「1 コース達成賞」「3 コース達成賞」「6 コース達成賞」に応募するこ

とができます。さらに、2020年 1月～3月に実施する冬コースの達成と合わせて「全コース達成

賞」にも応募することができます。 

   例：アプリ限定スタンプラリー(春コース)「1コース」＋従来スタンプラリー(秋コース)「2 

コース」の場合は、「3コース達成賞」として応募することができます。 

・スタンプポイントを回る順番は自由です。また、スタンプ設置期間内であれば、1日で集めなく 

ても有効です。 

・メインスポットおよびスタンプポイントの施設への立ち寄りは、各自のご判断とさせていただき 

ます。 

 

例）春コースの場合 

https://spottour.jp/app/


・歩きながらの画像操作をする行為(歩きスマホ)は、交通事故などにつながる恐れがありますので、 

絶対にやめてください。 

・参加中のけが、事故などにつきましては責任を負いかねます。 

・体調が悪くなった場合には無理をせず、当日の参加をお取りやめください。 

・コースには一部階段や段差もございますので、ベビーカーや車椅子をご利用してご参加の際は 

十分にご注意ください。(ご心配のある方はお問い合わせください。) 

・ご応募いただいた方の個人情報は、賞品の発送時に利用させていただくほか、個人を特定しない 

範囲での集計および分析に使用し、その他の用途には使用いたしません。また、個人情報保護の 

ため、責任を持って管理いたします。 

・コースは予告なく変更する場合がございます。 

・今後、本アプリでの秋期の実施は未定です。 

・デジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」についての詳細は、以下をご参照ください。 

 https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews20190626_g28.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 
アプリイメージ 

https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews20190626_g28.pdf

