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  2019 年 11 月 20 日(水) 

日本テレビ放送網 
森アーツセンター 

東京メトロ 
東京都交通局 

 

「特別展 天空ノ鉄道物語」開催記念  

東京メトロ×都営交通 合同スタンプラリー実施決定‼ 

2019 年 12 月 3 日(火)～2020 年 2 月３日(月) 人気キャラクターコラボグッズプレゼント 
 

日本テレビ放送網、森アーツセンター、東京メトロ、東京都交通局では、2019 年 12 月 3 日（火）         

より六本木ヒルズ森タワー52 階で開催される、「特別展 天空ノ鉄道物語」の開催を記念し、「特別

展 天空ノ鉄道物語」開催記念 東京メトロ×都営交通 合同スタンプラリーを、2019 年 12月 3 日

(火)～2020 年 2 月３日(月)まで実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別展 天空ノ鉄道物語」開催を記念したこちらのスタンプラリーは、日本テレビのお天気キャラクターの

“そらジロー”、”くもジロー”、”ぽつリン”と、東京メトロおよび都営交通の地下鉄車両がコラボレーションし

たオリジナルデザインのスタンプを集めて廻るスタンプラリーです。 

 東京メトロおよび都営交通各駅のラック(一部を除く)から専用リーフレットを入手し、スタンプ設置駅 6 駅

(次ページ参照）を廻ってスタンプを集めていただき、全 6 駅のスタンプを集めたリーフレットを達成賞引換

場所(六本木ヒルズウェストウォーク 3 階の「六本木ヒルズ アート＆デザインストア」)でご提示いただくと、

達成賞として限定デザインのミニタオルをプレゼントいたします。  

 さらに、六本木ヒルズ森タワー52 階で開催中の「特別展 天空ノ鉄道物語」にご来場いただき、天鉄展会場

外周(スカイギャラリー後半）内にある、7 駅目の「天空駅」オリジナルスタンプを押して、スタンプが 7 駅

分揃うと、来場記念達成賞として非売品の特製クリアファイルとステッカーをプレゼントいたします。7 駅す

べてのスタンプを集めたリーフレットをスタンプ設置カウンターにご提示ください。 

「特別展 天空ノ鉄道物語」では、会場近隣の商店街ともコラボレーションしています。六本木商店街および

麻布十番商店街で、1000 円以上(税別)お買い物をした方に対し、スタンプラリー実施期間中に限り、本スタ

ンプラリーのリーフレットを提示すると特製ステッカーをプレゼント、また、特別サービスが受けられる店舗

もございます。参加店舗や特別サービスの内容は、展覧会公式ホームページで随時掲載してまいります。 

ご家族やご友人などお誘いあわせの上、ぜひふるってご参加ください‼ 
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■スタンプラリー概要 

 
実施期間：2019 年 12 月 3 日(火)～2020 年 2 月３日(月) 

 

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) 

 

参加方法： 

（1）東京メトロ・都営交通各駅のラック(一部を除く)から専用リーフレットを入手して、スタンプラリーを

スタートします。 

（2）スタンプ設置駅 6 駅を廻ってスタンプを集めます。 

（3） 6 駅すべてのスタンプを集めたリーフレットを達成賞引換場所(六本木ヒルズウェストウォーク 3 階の

「六本木ヒルズ アート＆デザインストア」)でご提示いただくと達成賞をプレゼント。 

（4）「特別展 天空ノ鉄道物語」にご来場いただき、天鉄展会場外周(スカイギャラリー後半)内にある、7 駅

目「天空駅」オリジナルスタンプを押して、スタンプを 7 駅分揃えたら、来場記念達成賞として非売品

の特製クリアファイルとステッカーをプレゼント。7 駅すべてのスタンプを集めたリーフレットをスタ

ンプ設置カウンター(52 階)にご提示ください。 

※「特別展 天空ノ鉄道物語」の入館券(有料)が必要となります。※来場記念達成賞は本展にご来場当日に限り有効です。 

  

※スタンプ設置駅を廻る順番は自由です。 

※スタンプは実施期間内であれば１日で集めなくても有効です。 

※リーフレットは 12 月３日(火)から配布を開始し、なくなり次第終了となります。 

 

スタンプ設置駅： 

東京メトロ…六本木駅(日比谷線)    駅事務室付近 

      麴町駅(有楽町線)     麴町方面改札付近 

      麻布十番駅(南北線)    改札付近 

都営地下鉄…麻布十番駅(都営大江戸線) 改札付近 

      汐留駅(都営大江戸線)   新橋駅方面改札付近 

      新橋駅(都営浅草線）    駅事務室前 ※改札内 

 ※都営浅草線新橋駅以外は改札外に設置。 

 

スタンプラリーに関するお問い合わせ： 

東京メトロお客様センター TEL  0120-104106 (9:00～20:00 年中無休) 

都営交通お客様センター  TEL  03-3816-5700 (9:00～20:00 年中無休) 

 
■プレゼント内容 

 
達成賞：限定デザインミニタオル（非売品） 

引換日時：2019 年 12 月 3 日(火) ～2020 年 2 月４日(火) 11:00～18:00 

引換場所：六本木ヒルズ アート＆デザインストア 正面入口(ウェストウォーク３階) 

    〈アクセス〉日比谷線 六本木駅１C 出口徒歩３分/都営大江戸線 六本木駅３出口徒歩６分 

※達成賞の配布は先着 15,000 名様です。 

※達成賞の引き換え時間は「六本木ヒルズ アート＆デザインストア」の営業時間とは異なります。 

※スタンプラリーについて、「六本木ヒルズ アート＆デザインストア」へのお問い合わせはご遠慮く

ださい。 

 
来場記念達成賞：特製クリアファイルとステッカー（非売品） 

引換日時：2019 年 12 月 3 日(火) ～2020 年 2 月４日(火) 開館時間内 

引換場所：六本木ヒルズ森タワー52 階「特別展 天空ノ鉄道物語」の 

会場外周(スカイギャラリー後半)内スタンプ設置カウンター 

※来場記念達成賞の配布は先着 2,000 名様です。 

※来場記念達成賞の引換時間は、「特別展 天空ノ鉄道物語」の開館時間に準じます。 

※入館は閉館の 45 分前まで。 

※「特別展 天空ノ鉄道物語」の入館券(有料)が必要となります。 

賞品の引換は、達成賞、来場記念達成賞それぞれお一人様１つとさせていただきます。無くなり次第終了となります。 

■「六本木商店街」、「麻布十番商店街」でもコラボレーション実施中!! 詳しくはこちらをチェック▶▶▶ 

特製クリアファイルとステッカー（非売品） 
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“食“、”テクノロジー“、”映像“などを通じて「鉄道」を 360 度楽しむ空前の大展覧会！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR7 社、東京メトロ、東京都交通局をはじめ、全国の鉄道会社の全面協力のもと、全国の鉄道系博物館でも通

常は観ることができない蔵出しの展示品を軸に、国鉄時代の駅や改札の再現、歴史を振り返る空間やインスタ

レーション、ヘッドマークや時刻表、制服も展示し、1964 年から 2020 年のオリンピックイヤーを結ぶ形で

鉄道文化の軌跡を紹介します。日本独自の鉄道文化ゆかりの「食」「旅」「アニメーション」「ゲーム」「テクノ

ロジー」などもフィーチャーし、鉄道ファンはもちろん、子どもから大人まで楽しめる体感型 の展覧会です。 

 

 

■開催概要 

名称：特別展 天空ノ鉄道物語 
会期：2019 年 12 月 3 日(火)～2020 年 3 月 22 日(日) ※会期中無休 

時間：10：00～20：00 (ただし火曜日は 17：00 まで) ※入館は閉館の 45 分前まで  

会場：森アーツセンターギャラリー＆スカイギャラリー 

（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52 階） 

チケット：一般 2,500 円（2,300 円） / 高校生・大学生 1,500 円（1,300 円） / 4 歳～中学生 1,000 円（800 円）       

※全て税込 ※3 歳以下無料 ※（ ）内は前売り料金 

販売場所：日テレゼロチケ、森アーツセンターギャラリー(当日券のみ)、天鉄展オンラインチケット(イベント公式 HP)、 

ローソンチケット(L コード：31014)、イープラス、チケットぴあ(P コード：769-975)、セブンチケット 

ほか各種プレイガイドやコンビニエンスストアにて販売。 

■一般のお問い合わせ先 ハローダイヤル Tel：03-5777-8600（8:00～22:00） 

 
■展覧会公式ＨＰ／ＳＮＳ 
・HP：https://www.tentetsuten.com/ 

・Twitter：@tentetsuten ／ Instagram：tentetsuten 

天空駅：夜(イメージ) 

カフェ「GACHA GACHA COFFEE × METRO」(イメージ) 鉄道車両ドア インスタレーション (イメージ) 「一号機関車」（段ボール製） 

©TAITO CORPORATION 1996, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.   

    天空駅そば(イメージ） 

（参考）「特別展 天空ノ鉄道物語」について 

 

天空駅オリジナル駅弁「ドア弁」(イメージ) プラレール 電車で GO!! 
トランスフォーマー 
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