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東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）、三陸鉄道株式会社（本社：岩手県宮

古市 社長：中村 一郎）、IGRいわて銀河鉄道株式会社（本社：岩手県盛岡市 社長：菊池 正佳）、

ジェイアールバス東北株式会社（本社：宮城県仙台市 社長：吉田 豊）及び岩手県北自動車株式会

社（本社：岩手県盛岡市 社長：松本 順）では、2017年 4月 29日（土）から 10月 1日（日）に

かけて 5 社合同企画「東京＆きたいわて 列車とバスでめぐろう！ぐるっとスタンプラリー」を実

施いたします。 

このスタンプラリーは、岩手県東京事務所と岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」の

協力のもと、岩手県北エリアの鉄道・バスと東京メトロの沿線スポットを巡って岩手県の魅力を知

っていただくとともに、東北のさらなる復興を応援することを目的として実施するもので、東京ス

テージときたいわてステージの 2ステージ構成となっています。 

東京ステージでは岩手県に縁のあるスポットを、きたいわてステージでは「きたいわてぐるっと

パス」を使って岩手県北エリアの見どころを巡ってスタンプを集めていただきます。各ステージを

達成すると、達成賞をプレゼントするとともに、さらに車両運転体験イベントなどの賞品が当たる

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このニュースリリースは、国土交通記者会、ときわクラブ、都庁記者クラブ、岩手県政記者クラブ、レジャー記者クラブにお届けし

ております。 

 

 

 

 

 

東京メトロ・三陸鉄道・IGR いわて銀河鉄道・ジェイアールバス東北・岩手県北バス合同企画 

東京＆きたいわて 列車とバスでめぐろう！ぐるっとスタンプラリーを実施 
2017年 4月 29日（土）～10 月 1 日（日）、東京ときたいわての２ステージ制 

各ステージ達成で達成賞の他、抽選で車両運転体験イベントなど豪華賞品をプレゼントします 

告知ポスター 

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  阪本、吉田 （電話：03-3837-8277） 

三 陸 鉄 道 株 式 会 社 旅客サービス部 冨手    （電話：0193-62-8900） 

IGR いわて銀河鉄道株式会社 営業部     藤田、池端 （電話：019-601-9995） 

ジェイアールバス東北株式会社 営業部     鈴木    （電話：022-268-6638） 

岩手県北自動車株式会社 乗合事業部   田中、吉田 （電話：019-641-7770） 

車両運転体験(2016 年度実施の様子) 



    

 

「東京＆きたいわて 列車とバスでめぐろう！ぐるっとスタンプラリー」詳細 

 

１ 開催期間  

【東京ステージ】 

2017年 4月 29日（土）～2017年 7月 2日（日） 

【きたいわてステージ】 

2017年 7月 1日（土）～2017年 10月 1日（日） 

 

２ 参加費   

無料（スタンプラリーに必要な交通費及びきたいわてぐるっとパスはお客様のご負担となります。） 

 

３ スタンプ設置場所 

【東京ステージ】 

（１）丸ノ内線 東京駅 駅事務室付近（改札外） 

（２）丸ノ内線 茗荷谷駅 駅事務室付近（改札内） 

（３）南北線  六本木一丁目駅 駅事務室付近（改札内） 

※スタンプ設置時間は全駅 9:00～20:00  

【きたいわてステージ】 

（１） IGRいわて銀河鉄道 盛岡駅（改札外） 設置時間 5:20～22:50 

（２） IGRいわて銀河鉄道 二戸駅（改札外） 設置時間 7:35～18:30 

（３） 三陸鉄道北リアス線 久慈駅（改札外） 設置時間 7:30～18:30 

（４） 三陸鉄道北リアス線 宮古駅（改札外） 設置時間 6:45～18:30 

 

４ 達成賞引換場所及び引換期間 

 【東京ステージ】 

  岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」（日比谷線東銀座駅 6番出口前） 

   営業時間 10:30～19:00（毎月末日は 17:00まで） 

   引換期間 2017年 4月 29日（土）～2017年 7月 3日（月） 

 【きたいわてステージ】  

  IGRいわて銀河鉄道 盛岡駅、二戸駅 

  三陸鉄道北リアス線 久慈駅、宮古駅 

   営業時間 スタンプ設置時間と同様 

   引換期間 2017年 7月 1日（土）～2017年 10月 2日（月） 

   

５ 参加方法 

【東京ステージ】 

①東京メトロ各駅のラックから専用リーフレットを入手し、3駅すべてのスタンプを集めます。 

②いわて銀河プラザに設置したスタンプを押し、観光コーナーでリーフレットを提示すると、達成

賞をプレゼントします。 

③さらに、リーフレット付属の専用応募ハガキに必要事項を記入し、いわて銀河プラザ内に設置し

た応募箱に投函またはリーフレット記載のスタンプラリー事務局に郵送すると、抽選でＷチャン

ス賞をプレゼントします。 

 

 

別 紙 

スタンプイメージ 

（東京駅） 



【きたいわてステージ】 

①指定場所（参考「３ 発売場所」参照）で「きたいわてぐるっとパス」を購入し、専用リーフレ

ットを受け取ります。なお、東京ステージのリーフレットをお持ちの方はそちらをご提示くださ

い。 

②「きたいわてぐるっとパス」を使用し、4駅中 2駅以上のスタンプを集めます。 

③達成賞引換場所でリーフレットを提示すると達成賞をプレゼントします。 

④さらに、リーフレット付属の専用応募ハガキに必要事項を記入し、IGR いわて銀河鉄道盛岡駅改

札外に設置した応募箱に投函またはスタンプラリー事務局に郵送すると、抽選でＷチャンス賞を

プレゼントします。 

※いずれかのステージだけでもご参加いただけます。 

※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。 

※達成賞の引換およびご応募は、お一人様につき一回となります。 

※達成賞の引換およびＷチャンス賞ご応募は、各ステージの開催期間最終日の翌日まで受付いたします。 

※達成賞の引換およびＷチャンス賞ご応募の受付時間は、引換場所の営業時間に準じます。 

※Ｗチャンス賞の応募を郵送で行う場合、応募締切は各ステージの開催期間最終日の翌日まで受付いたします。 

（当日消印有効） 

※郵送料はお客様のご負担となります。 

※ご応募いただいたお客様の個人情報は「賞品の発送」以外の用途には使用いたしません。また、個人情報保護のた

め、責任を持って管理いたします。 

 

６ 賞品内容 

【東京ステージ】 

＜達成賞＞ 

  ・東京メトロ オリジナル手ぬぐい 達成者全員プレゼント 

 ＜Ｗチャンス賞＞ 

  Ａ賞 三陸鉄道 特別列車乗車体験 40名様 

  Ｂ賞 三陸鉄道 気動車運転体験 10名様 

  Ｃ賞 IGRいわて銀河鉄道 1日乗り放題券＆「びすとろ銀河」お食事券 5名様 

  Ｄ賞 ジェイアールバス東北株式会社 「のもの」商品 10名様 

 

【きたいわてステージ】 

  ＜達成賞＞ 

・エコバッグ 各達成賞引換場所につき先着 100名様 

・達成記念証明書 達成者全員プレゼント               

＜Ｗチャンス賞＞ 

  Ａ賞 東京メトロ シークレットツアー 30名様 

  Ｂ賞 岩手県名産品／「Cava(サヴァ)?缶」3缶セット 10名様 

  Ｃ賞 岩手県北バス 岩手県宮古市浄土ヶ浜パークホテル宿泊券 2組 4名様 

  ※Ｗチャンス賞の当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

※体験イベントの当選者には、招待状をお送りいたします。 

※体験イベントの当選者には、参加確認のため電話連絡をさせていただく場合がございます。 

※体験イベントの詳細は、当選者にお知らせいたします。 

※体験イベントの参加に必要な交通費は、お客様のご負担となります。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ スタンプラリー参加特典 

【東京ステージ】 

いわて銀河プラザでお買い物の際に、スタンプを集めたリーフレットをレジで提示すると、お買い

物代金から 5％を割引いたします。※一部割引対象外の商品がございます。 

  

８ お客様お問い合わせ先 

（１）スタンプラリーについて 

【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） 

【きたいわてステージ】 

IGRいわて銀河鉄道 営業部 TEL：019-601-9995（平日 9:00～17:00） 

 

（２）いわて銀河プラザについて 

  商品についての問合せ TEL：03-3524-8315 

  観光案内 TEL：03-3524-8289 

※10:30～19:00、毎月末日は 17:00まで 

  

東京メトロオリジナル手ぬぐい（イメージ） 
※柄は変更となる場合がございます。 

 

 

エコバック（イメージ） 

 

 

岩手県名産品／「Cava(サヴァ)?缶」3缶セット 
（イメージ） 

 

 



 

 

きたいわてぐるっとパスについて 

 

 １ 概要  

三陸鉄道・IGR いわて銀河鉄道・ジェイアールバス東北・岩手県北バスの 4 社のタイアップ企画

による、列車とバスを乗り継いで岩手県北エリアを「ぐるっと」めぐる、一定方向乗り降り自由の

おトクな 3日間周遊パスです。 

   以下の路線を一方向に限り、どこから乗っても何度でも乗り降り自由となります。 

・IGRいわて銀河鉄道：盛岡駅～金田一温泉駅間 

（二戸駅～金田一温泉駅間は折返し乗車可能） 

・ジェイアールバス東北スワロー号：二戸駅～久慈駅間 

・三陸鉄道：久慈駅～宮古駅間 

・岩手県北バス：宮古駅～盛岡駅間 

 

２ 料金 

   大人 4,980円、小児 2,490円 

 

 ３ 発売場所 

   IGRいわて銀河鉄道 盛岡駅・二戸駅・銀河鉄道観光（IGR本社） 

   三陸鉄道 宮古駅・久慈駅 

 

 ４ 発売期間 

   通年 

※利用開始日から 3日間有効。利用開始日の 1ヶ月前から購入可能。 

  

５ 特典 

 「きたいわてぐるっとパス」を提示すると、以下の施設でサービスが受けられます。 

 （１）ホテル羅賀荘（下閉伊郡田野畑村、三陸鉄道北リアス線田野畑駅より送迎バス約 3分） 

ご宿泊のお客様に「たのはたヨーグルト」プレゼント 

   ※お 1人様 1個まで 

（２）みやこ浄土ヶ浜遊覧船（宮古市、三陸鉄道北リアス線宮古駅より岩手県北バス約 15分） 

   大人 1,400円→1,260円、小児（小学生）700円→630円に割引 

 

参 考 


