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東京地下鉄株式会社（以下「東京メトロ」）、全日本空輸株式会社（以下「ＡＮＡ」）、熊本

電気鉄道株式会社（以下「熊本電鉄」）、熊本市交通局（以下「熊本市電」）、南阿蘇鉄道株式

会社、くま川鉄道株式会社、肥薩おれんじ鉄道株式会社の 7社局は、2017年 12月 28日(木)

から 2018年 5月 6日(日)にかけて、きなっせ熊本第 2弾「東京×熊本スタンプラリー」を実

施いたします。 

このスタンプラリーは熊本県の新たな魅力を知っていただくとともに、熊本の復興を応援

することを目的として実施するもので、第 1弾は 2016年に東京メトロ、ＡＮＡ、熊本電鉄の

3 社で実施しました。第 2 弾となる今回は、昨年の 3 社に加え熊本市電、南阿蘇鉄道、くま

川鉄道、肥薩おれんじ鉄道の 4 社局が新たに加わり、これまで以上に熊本を満喫していただ

ける企画となっています。 

この機会にぜひ鉄軌道を利用して魅力あふれる熊本をご堪能ください。 

詳細につきましては別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このニュースリリースは、国土交通記者会、ときわクラブ、都道府県記者クラブ、レジャー記者クラブ、熊本市政記者クラブ

にお届けしております。 

 

 

    

 

東京と熊本の 7社局合同イベント きなっせ熊本第 2弾 
「東京×熊本スタンプラリー」を開催いたします！ 

この件についてのお問い合わせ先 

東京地下鉄株式会社   広報部広報課   （電話：03-3837-8277） 

熊本電気鉄道株式会社  鉄道事業部 運輸課（電話：096-343-2552） 

熊本市交通局      総務課      （電話：096-361-5233） 



 

 

東京と熊本の 7社局合同イベント 

きなっせ熊本第 2弾「東京×熊本スタンプラリー」詳細 

 

１ 実施内容 

 東京メトロ沿線エリアの「東京ステージ」、熊本市内エリアの「熊本ステージエリア 1」、

熊本市内を出て熊本広域エリアに広がる「熊本ステージエリア 2」の 3 コースをめぐるス

タンプラリーです。2018年 5月 6日（日）までにスタンプを集めていただいたお客様に達

成賞をプレゼントいたします。（達成賞引換は 2018年 5月 7日(月)まで。）なお、熊本ステ

ージエリア 2への参加は熊本ステージエリア 1達成が条件となります。 

また、ＡＮＡを利用し、東京ステージまたは熊本ステージエリア 1 を達成した方に抽選で

豪華賞品があたる「Ｗチャンス」にご応募いただけます。 

２ 実施期間  

2017年 12月 28日（木）～2018年 5月 6日（日） 

 

３ 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。） 

 

４ 各ステージ紹介 

（１）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、達成賞引換場所に設置したスタンプを押し、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。 

※リーフレットの配布は北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、 

渋谷駅（半蔵門線・副都心線）、目黒駅を除きます。 

※リーフレットは 12月 28日（木）から配布を開始し、なくなり次第配布終了となります。 

※リーフレット 1枚で全ステージにご使用いただけます。 

※東京ステージ、熊本ステージエリア 1だけのご参加もご可能です。 

  ※スタンプ設置駅をまわる順番は自由です。 

  ※押印済みのリーフレットの転売はおやめください。 

 【スタンプ設置駅】 

・南北線 東大前駅 駅事務室付近 

・銀座線 京橋駅  銀座方面改札付近 

・東西線 早稲田駅 1出口付近 

※設置場所は改札外、設置時間は 9:00～20:00 

 

 【達成賞引換場所・引換時間】 

  ・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 

  ・新宿区立漱石山房記念館（最寄駅：早稲田駅） 

営業時間：10:00～18:00 

休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、12月 29日（金）～1月 3日（水） 

   ※2箇所のうちいずれか 1箇所にお越しください。 

 

別 紙 



 

 【ステージ達成賞】 

  東京メトロ特製くまモン柄オリジナルミニタオル 

   ※達成賞の引き換えは、お一人様につき 1枚限りとなります。 

 

（２）熊本ステージエリア 1 

スタンプ設置箇所などから専用リーフレットを入手し、3箇所に設置したスタンプを全て集

め、達成賞引換場所に設置したスタンプを押し、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。 

【スタンプ設置箇所・設置時間】 

・熊本電鉄 北熊本駅 くまでんショップ 9:00～18:00 

※12月 30日（土）の営業は 9：00～12：00まで 

※12月 31日（日）～1月 3日（水）は店休日につき、北熊本駅窓口でスタンプを押印いたします。 

・熊本電鉄 藤崎宮前駅 駅窓口 7:00～19:00 

※土日祝は 7:00～17:00、1月 1日（月・祝）は 10:00～17:00 

※設置場所は改札外 

・熊本市電 上熊本駅前電停横の営業所内 9:00～19:00 

 【達成賞引換場所】 

  熊本電鉄アンテナショップ（最寄駅：藤崎宮前駅） 

  営業時間：10:00～19:00 

  店休日：火曜日（祝日の場合は営業）、12月 29日（金）～1月 3日（水） 

   ※12月 28日(木)の営業は 15:00まで 

12月 29日(金)～1月 3日(水)は北熊本駅窓口にて引換いたします。 

 

【ステージ達成賞】 

熊本名品シール、付箋、ポストカードからいずれかお選びください。 

 ※達成賞の引き換えは、お一人様につき 1回限りとなります。 

※種類によって数に限りがあります。 

※賞品は変更となる場合がございます。 

 

（３）熊本ステージエリア 2 

熊本ステージエリア 1 の全スタンプ押印済みリーフレットを持って南阿蘇鉄道・くま川鉄

道・肥薩おれんじ鉄道の指定駅に設置されたスタンプを押印し、各駅窓口にご利用乗車券

（乗車証）とともに提示すると、もれなくエリア 2達成賞をそれぞれプレゼントします。 

【スタンプ設置駅・達成賞引換場所・引換時間】 

 ・南阿蘇鉄道：高森駅窓口（改札外）10:00～16:00 

・くま川鉄道：あさぎり駅窓口（改札外）9:00～21:00 

・肥薩おれんじ鉄道：日奈久温泉駅窓口（改札外）平日 8:00～15:45、土日祝 8:00～16:05 

※肥薩おれんじ鉄道については、達成賞引換のみ八代駅でも対応 平日 6:30～18:35、土日祝 7:40～18:35 

 

【ステージ達成賞】 

  ・南阿蘇鉄道：東京×熊本スタンプラリーオリジナル復興記念南阿蘇鉄道 10駅スタンプ 

  ・くま川鉄道：田園シンフォニーオリジナル缶バッジ 

         （5種のうち 1種） 

・肥薩おれんじ鉄道：運転士時刻表（レプリカ）  

    

東京メトロ特製くまモン柄オリジナルミニタオル（イメージ） 

熊本ステージエリア 1達成賞 

南阿蘇鉄道 

 

くま川鉄道 

 

肥薩おれんじ鉄道 

 



５ Ｗチャンスについて 

（１）東京メトロ賞 

 東京ステージの全スタンプを押印したリーフレット及びスタンプラリー実施期間中のＡＮ

Ａ東京（羽田）⇔九州エリア間のご搭乗案内券または搭乗券控え 2 枚（往復分・コピー可

能）をリーフレットに付属の応募用封書に封入し、郵送または銀座熊本館※に設置した応募

箱に投函していただきます。 

※銀座熊本館（最寄駅：銀座駅） 

   営業時間：11:00～20:00 ※12月 29日（金）は 18:00まで。 

   休館日：毎週月曜日、12月 30日（土）～1月 4日（木）及び 1月 10日（火） 

【賞品概要】 

  ・＜東京メトロＡ賞＞熊本電鉄スペシャル体験（5000形運転体験※、運転台見学等） 

※運転体験は車種が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。        …30名様 

  ・＜東京メトロＢ賞＞東京メトロオリジナルグッズ詰め合わせ 10名様 

   

（２）熊本電鉄賞、熊本市電賞、南阿蘇鉄道賞、肥薩おれんじ鉄道賞 

 熊本ステージエリア 1 の全スタンプを押印したリーフレット及びスタンプラリー実施期間

中のＡＮＡ東京（羽田）⇔九州エリア間のご搭乗案内券または搭乗券控え 2 枚（往復分・

コピー可能）をリーフレットに付属の応募用封書に封入し、郵送または熊本電鉄アンテナ

ショップに設置した応募箱に投函していただきます。 

 【賞品概要】 

  ・＜熊本電鉄Ａ賞＞東京メトロ総合研修訓練センター見学 30名様 

  ・＜熊本電鉄Ｂ賞＞熊本電鉄カレー3個セット＆くまモン風呂桶 10名様 

  ・＜熊本市電Ａ賞＞熊本市電貸切電車 20名様 

  ・＜熊本市電Ｂ賞＞ハローキティオリジナルぬいぐるみ 10名様 

  ・＜南阿蘇鉄道賞＞トロッコ列車乗車証 5組 10名様 

  ・＜肥薩おれんじ鉄道賞＞貸切列車運行 30名様 

 

（３）ＡＮＡ賞 

東京ステージまたは熊本ステージエリア 1 の全スタンプを押印したリーフレット及びスタ

ンプラリー実施期間中のＡＮＡ東京（羽田）⇔九州エリア間のご搭乗案内券または搭乗券

控え 2 枚（往復分・コピー可能）をリーフレットに付属の応募用封書に封入し、郵送また

は銀座熊本館か熊本電鉄アンテナショップに設置した応募箱に投函していただきます。 

 【賞品概要】 

  ・ＡＮＡ東京（羽田）⇔熊本（九州内の他 6空港でも可）往復航空券 5組 10名様 

※対象空港：福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、宮崎、鹿児島 

 

（４）ソラチカカード賞 

東京ステージまたは熊本ステージエリア 1 の全スタンプを押印したリーフレット及びスタ

ンプラリー実施期間中にソラチカカードでＡＮＡ東京～九州エリアの空港間にご搭乗され

た方 

【賞品概要】 

  ・メトロポイント 1000ポイント 条件を満たした方全員 

  ※リーフレットに付属の応募用封書に「ソラチカカードのマイレージお客様番号」等必要事項をご記入の上、 

郵送または応募箱設置箇所に投函してご応募ください。 

※搭乗してフライトマイルが積算された方が対象となります。 

   ※九州エリアの空港に離島は含まれません。 



（５）各コース応募受付期間 

 応募箱：2017年 12月 28日（木）～2018年 5月 9日（水） 

郵 送：2017年 12月 28日（木）～2018年 5月 9日（水）当日消印有効 

  ※ご搭乗案内券または搭乗券の控えは往復分を同封してください（コピーでも可能です）。なお、ＡＮＡ便名

で予約をしたコードシェア便も含みます。 

※Wチャンスの応募にかかる郵送料・交通費はお客様のご負担となります。 

※Wチャンスの応募（ソラチカカード賞を除く）は、お一人様につき一回となります。 

※九州エリア対象空港：福岡、熊本、佐賀、大分、長崎、宮崎、鹿児島 

※ご提供いただいた個人情報は抽選、関連のお問合せ、発送に限り利用させていただきます。 

  ※達成賞の引換時間は、各ステージのゴール箇所の営業時間に準じます。応募箱投函場所の休館日・店休日

はＷチャンスのご応募（応募箱への投函）はできませんのでご注意ください。 

  

６ お客様お問い合わせ先 

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

熊本電鉄 営業企画部 交通事業企画課  TEL：096-341-4611（9:00～18:00 平日のみ） 

熊本市交通局 総務課 TEL：096-361-5233（8:45～17:30 平日のみ） 

南阿蘇鉄道 高森駅 TEL：0967-62-0058（年中無休 9:00～17:00） 

くま川鉄道 営業企画課 TEL：0966-23-5011（8:30～17:30 平日のみ） 

肥薩おれんじ鉄道 営業部 TEL：0996-63-6860（年中無休 9:00～17:30）  

【参考】熊本エリア参加社局の紹介 

＜熊本市・合志市＞熊本電鉄（上熊本・藤崎宮前-御代志 13.1㎞） 

銀座線で 2017年 3月をもって引退した 01系が転籍し、現在も活躍中。 

くまモンを車内外にあしらったラッピング車両が人気を博しています。 

＜熊本市＞熊本市電（田崎橋・上熊本駅前－健軍町 12.1㎞） 

 西鉄から転籍した 5000系や超低床電車「COCORO」が特徴。 

地球温暖化を防ぐため、軌道面を緑化する「緑のじゅうたん事業」も推進。 

＜高森町・南阿蘇村他＞南阿蘇鉄道（立野－高森 17.7㎞(立野－中松間運休中)） 

 震災に伴う不通区間の復旧作業が進む中、トロッコ列車や 1日 1組限定の貸切 

列車が人気。貸切列車運行後は乗車記念としてヘッドマークをプレゼント。 

＜人吉市他＞くま川鉄道（人吉温泉－湯前 24.8㎞） 

 美しい田園地帯で知られる人吉球磨盆地の情景を楽しめる路線。5種類の 

コンセプトに分かれた観光列車「田園シンフォニー」から眺める景色は格別。 

＜八代市・薩摩川内市他＞肥薩おれんじ鉄道（八代‐川内 116.9㎞） 

 九州新幹線開業に伴い、ＪＲ九州から路線を継承して誕生。海岸線を走り 

ながら地元の特産品を味わえる観光列車「おれんじ食堂」が人気。 


