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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、

「ありがとう！7000 系 東京メトロスタンプラリー」（以下「スタンプラリー」）を 2022 年 5 月 25 日

（水）から 6月 26日（日）まで実施いたします。また、7000系をデザインした「ありがとう 7000系」

東京メトロオリジナル 24 時間券（以下「オリジナル 24 時間券」）を 2022 年 5 月 25 日（水）から発売

いたします。 

7000 系は、1974年 10月の有楽町線池袋駅～銀座一丁目駅間開業当初から有楽町線で運転を開始した

車両です。2008年 6月の副都心線開業後は両路線で活躍し、2022年 4月に約 48年間にわたる営業運転

を終了しました。このスタンプラリーは 7000 系を長きに渡りご利用いただいたことへの感謝の気持ち

を込め、東京メトロの駅員が企画したものです。5駅のスタンプ台紙配布駅にて専用のスタンプ台紙を

入手していただき、スタンプが設置されている沿線施設 4 箇所（Esola 池袋【池袋駅】、飯田橋ラムラ

【飯田橋駅】、東京交通会館【有楽町駅】、ららぽーと豊洲【豊洲駅】）を巡ります。4箇所全てのスタン

プを集めていただくと、指定の引換場所で達成賞として東京メトロの前身である帝都高速度交通営団時

代の 7000系をデザインした東京メトロオリジナル「7000系缶バッジ」を先着 2,000名様にプレゼント

いたします。スタンプには 7000 系のほか、現在、有楽町線・副都心線で活躍している 10000 系と最新

の 17000系をデザインしています。 

オリジナル 24時間券は、券面に 7000系をデザインした 3種類を 1セットにして専用台紙付きで発売

いたします。2022年 5月 25日（水）からオンラインショップ「メトロの缶詰 ANNEX」で先行発売を開始し、

2022年 6月 8日（水）からは、東京メトロ 6駅の旅客案内所でも発売いたします。 

ご家族やご友人と一緒に、オリジナル 24 時間券を使って、有楽町線沿線の魅力あるスポットを巡り

ながら「ありがとう！7000系 東京メトロスタンプラリー」をお楽しみください。 

詳細につきましては別紙のとおりです。 

 

4つのスタンプを集めると先着 2,000名様に「7000系缶バッチ」をプレゼント！！ 

7000系オリジナル 24時間券は 2022年 5月 25日（水）から発売開始！！ 

ありがとう！7000系 

東京メトロスタンプラリー実施＆オリジナル 24時間券を発売します！ 

オリジナル 24 時間券イメージ



ありがとう！7000系東京メトロスタンプラリー・オリジナル 24時間券 詳細 

 

ありがとう！7000系東京メトロスタンプラリー 

１ 実施期間 

2022年 5月 25日（水）から 6月 26日（日）まで 

 

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。東京メトロ 24 時間券をご利

用いただくとお得にスタンプラリーをお楽しみいただけます。） 

 

３ 参加方法 

（１）スタンプ台紙の配布箇所にて専用のスタンプ台紙を入手します。 

（２）4箇所の沿線施設に設置されているスタンプを専用台紙に押印します。 

（３） 4箇所全てのスタンプを集め、達成賞引換場所にてスタンプ台紙をご提示いただくと、先着 2,000

名様に達成賞をプレゼントいたします。 

※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。実施期間内であれば一日で全てを巡る必要はありません。 

  

４ スタンプ台紙配布駅 

東京メトロ 池袋駅、東池袋駅、飯田橋駅、有楽町駅、豊洲駅 

 

５ スタンプ設置箇所及び設置時間 

（１）Esola池袋（8Fエスカレーター付近） 

ア 最寄り駅 池袋駅 

イ スタンプ設置時間 11:00～23:00 

（２）飯田橋ラムラ（1F区境ホール） 

ア 最寄り駅 飯田橋駅 

イ スタンプ設置時間 10:00～21:00 

（３）東京交通会館（B1Fエレベーターホール横） 

ア 最寄り駅 有楽町駅 

  イ スタンプ設置時間 10:00～20:00 

（４）ららぽーと豊洲（ノースポート 1F東急ハンズ前） 

ア 最寄り駅 豊洲駅 

  イ スタンプ設置時間 10:00～21:00 

※スタンプ設置時間は施設の営業時間に準じて変更する場合がございます。詳しくは各施設の HP をご確認ください。 

 

６ 達成賞内容 

  東京メトロオリジナル「7000系缶バッジ」・・・・・・・先着 2,000名様 

※賞品の引換えはお一人様 1つとさせていただきます。 

※無くなり次第、配布は終了いたします。 

 

７ 達成賞引換場所及び引換時間 

（１）東京メトロ 池袋駅旅客案内所         （引換時間 9:00～17:00） 

（２）東京メトロ 銀座駅旅客案内所         （引換時間 9:00～17:00） 

（３）飯田橋ラムラ 2F芳進堂ラムラ店（書店） （引換時間 10:00～21:00） 

 

８ 達成賞引換期間 

2022年 5月 25日（水）から 6月 27日（月）まで 

別 紙 

達成賞イメージ 
（サイズ：約 3.5ｃｍ） 

スタンプイメージ 



９ ご参加時のお願い 

（１）ご参加の際には、マスクの着用をお願いいたします。 

（２）お客様同士の間隔をお空けになってご参加ください。 

（３）スタンプ台には消毒液が設置されていますのでご利用ください。 

（４）体調がすぐれない場合はご参加をお控えください。 

（５）このイベントは予告なく中止・変更する場合がございます。 

 

 

ありがとう！7000系東京メトロオリジナル 24時間券 
１ 発売内容 

オリジナル 24時間券 大人用 3種類を 1セットにして専用台紙付きで発売 
※小児用の発売はございません。 

 
２ 発売金額 

1,800円 
※オンラインショップでご購入いただいた場合、別途送料が発生いたします。 

送料の詳細は「メトロの缶詰 ANNEX」（https://metocan.raku-uru.jp/）でご確認をお願いいたします。 

 
３ 発売数量 

5,000セット 
※完売した場合、再販することがございます。 

 
４ 発売箇所 
（１）オンラインショップ発売（先行発売） 

ア 発売期間  
2022年 5月 25日(水)10：00～2022年 8月 21日（日）23：55 
※オリジナル 24 時間券の裏面に記載の番号は申し込み順序に関係なくランダムになります。 

イ 発売方法 
株式会社メトロコマースが運営するオンラインショップ「メトロの缶詰 ANNEX」 
（https://metocan.raku-uru.jp/）にて Web発売いたします。 

ウ お支払方法 
    クレジットカード決済、代金引換払い   

エ 発送方法 
    ヤマト運輸で発送いたします。 

※発送は国内のみといたします。 

 
（２）東京メトロ旅客案内所 

ア 発売期間  
2022年 6月 8日(水)～2022年 8月 31日（水） 
※オリジナル 24 時間券の裏面に記載の番号はランダムになります。 

イ 発売箇所 
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※営業日、営業時間が変更となる場合がございます。最新の情報は東京メトロの公式 HP 

（https://www.tokyometro.jp/index.html）等をご確認ください。 

ウ お支払方法 
現金のみ 
 

施設名 配置駅及び最寄り駅 営業時間 休業日等 

東京メトロ旅客案内所 

上野駅 

9時～17時 
年中無休 

銀座駅 

表参道駅 

新宿駅 

池袋駅 

東京駅 8時～20時 

https://metocan.raku-uru.jp/
https://metocan.raku-uru.jp/
https://www.tokyometro.jp/index.html


５ オリジナル 24時間券有効区間 
東京メトロ線全線 
 

６ オリジナル 24時間券有効期限及び有効時間 
2023年 2月 28日（火）までの 1日において、使用開始（改札通過時）から 24時間に限りご利用い

ただけます。 
 
７ 払戻し 

有効期限内で使用開始前のものに限り、1枚につき 220円の手数料をいただいて、東京メトロ各駅     
及び各定期券うりばで払戻しいたします。 

※日比谷線北千住、中目黒、中野、西船橋、代々木上原、和光市、半蔵門線・副都心線渋谷及び目黒の各駅と中野駅、 

西船橋駅及び渋谷駅の各定期券うりばを除く。 

※郵送での払戻しはできません。 

 

■お問い合わせ先 

１ スタンプラリー及び東京メトロ旅客案内所に関するお問い合わせ 

東京メトロお客様センター 

電話:0120-104-106（9:00～17:00年中無休） 

 

２ オリジナル 24時間券に関するお問い合わせ 

株式会社メトロコマース「メトロの缶詰 ANNEX」 

電話:03-5246-8124（10:00～17:00 土日祝日を除く。） 

    電子メール：ec-info@metocan.co.jp 

 

以 上 

 

 

 

お客様に安心してご利用いただくため、東京メトロは、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた以下の取 

組みを実施しております。 

・東京メトロ全駅構内※や全車両内への抗ウイルス・抗菌処置の実施 

※北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、代々木上原駅、和光市駅、目黒駅及び渋谷駅（半蔵門線・副都心線）を除く 

・電車内の空調の使用、一部窓開けによる車内換気を実施 

・改札口及び列車の混雑状況を公式 HP や東京メトロ my!アプリに掲載 

（https://www.tokyometro.jp/info/207971.html） 

・一部駅の定期券うりばでの、お客様同士に間隔ができるようなお並び位置の目安の明示 

・駅構内でのアルコール消毒液を用いた清掃の実施 

・全社員のマスク着用（接客時を除いて着用しない場合があります）、手洗い、うがいの励行、 

※その他の取組みについての詳細は以下の URL をご参照ください。 

  https://www.tokyometro.jp/safety/prevention/covid19/index.html?link=rotation 

なお、ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、車内や駅構内ではマス 

クを着用し、会話は控えめにしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  

【参考】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組み 

mailto:ec-info@metocan.co.jp
https://www.tokyometro.jp/info/207971.html
https://www.tokyometro.jp/safety/prevention/covid19/index.html?link=rotation

