
 

【報道資料】            2016年 9月 28日 

「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会 

 

大好評の東京駅～八重洲～京橋～日本橋エリア散策イベントが規模を大幅に拡大！ 

今と昔を歩いてつなぐ、街めぐり。 

「発見！てくてくきっぷ旅」開催決定 

開催期間：2016年 10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） 27日間 

 

「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会（国分グループ本社㈱、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱髙島屋、東京ステーション

シティ運営協議会、東京建物㈱、東京地下鉄㈱、三井不動産㈱、㈱三越伊勢丹、八重洲地下街㈱の 9 社からなる、

以下実行委員会）は、2016年 10月 8日（土）～11月 3日（木・祝）の 27日間、「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集め

ながら東京駅～八重洲～京橋～日本橋エリアの名所旧跡を、散策するイベント「発見！てくてくきっぷ旅」を開催します。 

2014 年実施の「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」では 71 日間開催で延べ 16 万人（約 2,300 人／日）、

2015 年実施の「東京駅～日本橋 昭和レトロめぐり」では 25 日間開催で延べ 10 万人（約 4,000 人／日）の方々に

ご参加いただき、好評を博したイベントの第 3弾となります。今年は、実行委員会の参画企業が一昨年の 5社、昨年

の 6社から 9社に増え、イベント規模を大幅に拡大して開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京駅～八重洲～京橋～日本橋。記念レプリカきっぷ（硬券）を集めながら“新たな発見”と出会えるラリーイベント 

第 3 回となる今回は、「発見！てくてくきっぷ旅」と題して、古き良き伝統と新しいカルチャーが交差する東京駅～

八重洲～京橋～日本橋エリアを散策し、参加者に、さながら“歩く鉄道旅行気分”を味わっていただきます。 

散策ルート上にある 9 施設でもらえる「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集めながら、普段とは少し目線を変えて街を

歩き、同エリアが育んできた風情ある街並みや伝統文化に触れていただきます。参加者が日常では見過ごしてしまう

ような「発見」や「驚き」と出会うことを後押しするラリーイベントとなっています。 

オリジナルグッズが当たる抽選会や、元駅員による入鋏（にゅうきょう）実演を実施します 

「発見！てくてくきっぷ旅」では、ご参加された方々にお楽しみいただける下記のコンテンツをご用意しております。 

1. 散策マップ、記念レプリカきっぷ（硬券）配布 

期 間： 10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） 

概 要： 本イベントの散策マップ、記念レプリカきっぷ（硬券）を各 9施設にて配布します。 

2. 記念レプリカきっぷ（硬券）コンプリート者全員に「オリジナルきっぷ台紙」をプレゼント！ 

土・日・祝日は、オリジナルグッズが当たる抽選会も実施 

開 催 日： 「オリジナルきっぷ台紙」プレゼント：10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） 

  オリジナルグッズ抽選会：イベント期間中《10月 8日（土）～11月 3日（木・祝）》の土・日・祝日のみ開催 

会 場： コレド室町 1 地下 1階 日本橋案内所、八重洲地下街 メインアベニュー 

概 要： 9施設すべての記念レプリカきっぷ（硬券）を集められた方全員に「オリジナルきっぷ台紙」をプレゼント。 

  さらに、土・日・祝日は、オリジナル改札鋏などのグッズが当たる抽選会も実施します。 

3. 元駅員による入鋏実演イベント 

日 時： 10月 8日（土）～10日（月・祝）、11月 3日（木・祝） 各日とも 11:00～16:00 

概 要： 各施設に設けた改札ブースで、元駅員が記念レプリカきっぷ（硬券）を改札鋏で切ります。 

  「カンカンカッカン」という懐かしい音をお楽しみください。 

  



【イベント概要】 

正式名称： 発見！てくてくきっぷ旅（はっけん！てくてくきっぷたび） 

開催期間： 2016年 10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） 27日間 

主 催： 「発見！てくてくきっぷ旅」実行委員会 

 《実行委員会構成メンバー》 

 国分グループ本社㈱、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱髙島屋、東京ステーションシティ運営協議会、東京建物㈱ 

 東京地下鉄㈱、三井不動産㈱、㈱三越伊勢丹、八重洲地下街㈱ ※五十音順 

企画協力： ㈱鉄道会館 

協   力： 東京都交通局、寶田恵比須神社べったら市保存会、人形町商店街協同組合、「鉄道の日」実行委員会 

 ※五十音順 

後 援： 中央区、千代田区 ※五十音順 

 

【イベント詳細】 

1. 散策マップ、記念レプリカきっぷ（硬券）配布 

散策ルート上にある 9施設では、各施設を巡りながら「てくてくスポット」と称するスポットを巡るための専用マップと

古くから鉄道の乗車券として用いられてきた硬券のレプリカを配布します。 

今回のイベントのためだけにご用意した、特別仕様の記念レプリカきっぷ（硬券）は、現役時代の硬券と同じ印刷機

や板紙を使い、こだわりの製造方法で制作しました。デザインは施設ごとに異なる全 9種類。裏面には各施設のロゴ

マークを配しました。 

 

散策マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念レプリカきっぷ（硬券） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記念レプリカきっぷ（硬券）は、実際に使用することはできません。 

※記念レプリカきっぷ（硬券）・散策マップは、共に無くなり次第終了となります。 

【東京スクエアガーデン】 
地下 1階 ハックドラッグ 
10：00～18：00 

同・裏面（イメージ） 記念レプリカきっぷ（硬券）・表面（イメージ） 

【JR東日本東京駅】 
丸の内地下南口改札外 動輪の広場 
10:00～20:00 
※10月 8日（土）のみ 11:00～20:00 

【大丸東京店】  
1階 店内案内所 
10:00～21:00（土・日・祝～20:00） 

【日本橋三越本店】 
本館 1階 ライオン口案内所 
10：30～19：30 

【日本橋髙島屋】 
1階 正面インフォメーション 
10:30～19:30 

【国分 ROJI日本橋】 
1階 店舗入口横特設デスク 
11：00～18：00 
※10月 31日（月）のみ 11：00～16：30 

【コレド日本橋】 
地下 1階 インフォメーション 
10:30～19:30 

【八重洲地下街】 
メインアベニュー 
10:00～20:00 

【東京メトロ 日本橋駅】 
日本橋駅 定期券うりば 
9：00～18：00 

表紙（イメージ） 中面 P.1～2（イメージ） 中面 P.3～4（イメージ） 中面 P.5～6（イメージ） 



2-1. 記念レプリカきっぷ（硬券）コンプリート者限定、全員にオリジナルきっぷ台紙をプレゼント！ 

散策ルート内にある 9 施設で発券される「記念レプリカきっぷ（硬券）」をすべて集められた方全員に、全 9 種類の

記念レプリカきっぷ（硬券）を収納できる「オリジナルきっぷ台紙」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナルきっぷ台紙プレゼント場所 

・コレド室町 1 地下 1階 日本橋案内所 

・八重洲地下街 メインアベニュー 

 

実施日時 

10月 8日（土）～11月 3日（木・祝） コレド室町 1：10:00～21:00／八重洲地下街：10:00～20:00 

 

2-2. 土・日・祝日は、記念レプリカきっぷ（硬券）コンプリート者を対象にオリジナルグッズが当たる抽選会も開催！ 

さらに、イベント期間中の土・日・祝日には、9 施設で発券される「記念レプリカきっぷ（硬券）」をすべて集められた方

を対象とした抽選会を実施。抽選でオリジナルグッズが当たります。 

 

抽選会実施場所 

・コレド室町 1 地下 1階 日本橋案内所 

・八重洲地下街 メインアベニュー 

 

実施日時 

イベント期間中《10月 8日（土）～11月 3日（木・祝）》の土・日・祝日 

コレド室町 1：10:00～21:00／八重洲地下街：11:00～18:00 

 

賞 品 

・A賞：オリジナル改札鋏（抽選で 20名様） 

・B賞：オリジナルボックス「東京名産セレクション」（抽選で 200名様） 

 

 

 

 

 

 

3. 旅情を盛り上げる！元駅員による入鋏（にゅうきょう）実演イベント 

今では聞くことが少なくなった、駅改札で奏でられる「カンカンカッカン」という懐かしい音。今回、各 9施設の記念

レプリカきっぷ（硬券）配布場所（一部施設は記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所と異なります）にて期間限定で復活

します。知っている人には懐かしく、知らない人には新しい入鋏の実演をぜひお楽しみください。 

 

期 間： 10月 8日（土）～10日（月・祝）、11月 3日（木・祝） 

時 間： 各日とも 11:00～16:00 

場 所： 各 9施設の記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所 

 ※下記 2施設は、記念レプリカきっぷ（硬券）配布場所と入鋏実演イベントの実施場所が異なります。 

 

    東京スクエアガーデン：地下 1階 地下駅前広場 

    コレド日本橋：1階 ノーリーズ横 

 

 

 

※入鋏を入れることができるのは、各拠点で配布される「記念レプリカきっぷ（硬券）」のみとなり、鉄道会社

で発売のきっぷ（普通乗車券、回数券等）への入鋏は行いません。 

  

同・内面（イメージ） オリジナルきっぷ台紙・外面（イメージ） 

A賞：オリジナル改札鋏 

B賞：東京名産セレクション 

入鋏実演イベント（イメージ） 



4. 周辺イベントと連携！抽選会のチャンスが 1回増える「イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）」プレゼント 

期間中に周辺で開催される様々なイベントと連携。下記のイベントにて、「イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）」

を配布します。同きっぷを手に入れると、9 施設で発券される「記念レプリカきっぷ（硬券）」をすべて集めた方が参加

できる抽選会にて、通常の抽選に加えてもう 1回抽選を行うことができます（最大 5回）。 

 

イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）配布イベント： 

・第 23回鉄道フェスティバル 開催日：10月 8日（土）～ 9日（日） 10:00～17:00 （雨天決行・荒天中止） 

   会 場：日比谷公園（大噴水広場周辺） 

   配布場所：運営事務局インフォメーション 

 

・人形市   開催日：10月 6日（木）～ 8日（土） 10:00～17:00 （雨天決行・荒天中止） 

   ※「イベント専用レプリカきっぷ（硬券）」の配布は 10月 8日（土）のみ 

   会 場：大観音寺周辺 

   配布場所：人形市本部テント内（大観音寺周辺） 他 

 

・てんてん祭  開催日：10月 9日（日） 11:30～16:00 （雨天決行・荒天中止） 

   会 場：甘酒横丁交差点付近 

   配布場所：てんてん祭本部テント内（甘酒横丁交差点周辺） 他 

 

・日本橋恵比須講べったら市 開催日：10月 19日（水）～20日（木） 12:00～21:00 （雨天決行・荒天中止） 

   会 場：寶田恵比須神社周辺 

   配布場所：べったら市会場内寶田恵比須神社周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各イベントでの「イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）」の配布はなくなり次第終了とさせていただきます。 

※「イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）」のみでの、抽選会参加および「オリジナルきっぷ台紙」取得はできません。 

※各イベントが荒天などの理由で中止となった場合は、「イベント専用記念レプリカきっぷ（硬券）」の配布は実施しません。ご了承ください。 

 

記念レプリカきっぷ（硬券）、イベント専用レプリカきっぷ（硬券）の取得枚数と 

オリジナルきっぷ台紙プレゼント枚数、抽選会参加可能回数について 

 

 

5. イベントご参加にあたっての注意事項 

・「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集める順番は自由です。また、1日で全て集める必要はありません。 

・「発見！てくてくきっぷ旅」の参加に必要な交通費については、お客様のご負担となります。 

  

記念レプリカきっぷ（硬券） 

取得枚数（必須） 

イベント専用レプリカきっぷ 

（硬券）取得枚数 
オリジナルきっぷ台紙プレゼント枚数 抽選会参加回数 

全 9種類 取得なし オリジナルきっぷ台紙 1枚 抽選会参加 1回 

全 9種類 1種類（1会場で取得） オリジナルきっぷ台紙 1枚 抽選会参加 2回 

全 9種類 2種類（2会場で取得） オリジナルきっぷ台紙 1枚 抽選会参加 3回 

全 9種類 3種類（3会場で取得） オリジナルきっぷ台紙 1枚 抽選会参加 4回 

全 9種類 4種類（4会場で取得） オリジナルきっぷ台紙 1枚 抽選会参加 5回 

イベント専用レプリカきっぷ（硬券）イメージ 

「第 23回鉄道フェスティバル」配布用 「人形市」配布用 「てんてん祭」配布用 「日本橋恵比須講べったら市」配布用 



【主催者コメント】 

国分グループ本社㈱ マーケティング開発部 部長 髙橋 典裕 

国分グループ本社の創業は 1712年。創業時は呉服を手掛けるとともに、醤油醸造業を営んでいました。その後、1880年に

醤油醸造業から撤退し、食品問屋業に転換。今年で 304年を迎えます。今回、本イベントの主旨に賛同し、初参加させていただく

運びとなりました。「記念レプリカきっぷ（硬券）」をお渡しするのは、日本橋 1丁目 1-1に位置する本社ビル 1Fで、当社オリジナル

商品を販売するセレクトショップ『ROJI日本橋』です。是非お立ち寄りいただき、日本橋と当社の今、昔を体感してください。 

 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 営業推進部 マネージャー 寺澤 伸髙 

東京駅に直結する百貨店として、本イベントスタート時より参加して 3 年目を迎えますが、毎回多くのお客様にお楽しみいただ

いていることを実感しております。今年のテーマは「今と昔を歩いてつなぐ、街めぐり」。当店は開店当時から店構えも変わり、

現在は新しいビルで営業しておりますが、イベント開催エリアには昔の面影を残すものが随所に存在します。気候も良く街歩きに

ぴったりの季節に、マップを片手に、昔を想像しながら、いまの街、行き交う人、各所で開催しているイベントなどをお楽しみいただけ

たら幸いです。 

 

㈱髙島屋 宣伝部 日本橋店販売促進室 販売促進室担当課長 久米村 代紀子 

3 年目を迎える本イベントは、普段は同じエリアで切磋琢磨する企業同士が、お互いに連携し、自分たちも楽しみながら実施

しております。マップを片手に、東京駅～八重洲～京橋・日本橋・人形町エリアを「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集めながら巡り、

歴史ある建造物や老舗から新しいものまでが共存するエリア（街）を歩いてみると、それぞれのエリアは遠いようで近いことが

わかります。このイベントをきっかけに、エリア（街）の魅力を感じていただき、好きになるきっかけになっていただければ嬉しく思います。 

 

東京ステーションシティ運営協議会 事務局 岩崎 裕介 

東京駅開業 100 周年を記念して行われた「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」から始まったエリア散策イベントも今年で

3 年目を迎え、さらにイベント規模が拡大されました。本イベントの開催エリアには多くの見どころがございますので、「記念レプリカ

きっぷ（硬券）」を集めながら楽しく散策していただき、初めて訪れた方にも、そうではない方にも違った発見をしていただけるイベ

ントとなっております。今後もこうしたイベントなどを通して、駅と街をより魅力的なものとすることで、さらなるエリアの発展に貢献

していきたいと考えております。 

 

東京建物㈱ ビル事業企画部 担当部長 藤井 顕司 

東京スクエアガーデンは開業してから今年で 4 年目となり、建物を覆う緑も大きく育ち、気持ちの良い環境でお食事などをお楽

しみいただけます。今年から本イベントに参加させていただくことになりましたので、八重洲･日本橋・京橋地域の街歩きのご休憩

場所の一つとしてぜひご活用ください。東京建物は 2016年 10月 1日に創業 120年を迎えます。これからもこのようなイベントへ

の参画などを通じて、より豊かで快適な都市づくりを目指してまいります。 

 

東京地下鉄株式会社 鉄道本部 需要創出・マーケティング部 課長補佐 近藤 泰志 

本年より「東京メトロ日本橋駅」を対象施設として、本イベントに参加させていただくこととなりました。歴史の息づく交通の要所

「東京～日本橋」。「記念レプリカきっぷ（硬券）」を集めながら自由に散策していただければと思います。近いのに近いからこそ

気づかなかった新旧「東京～日本橋界隈」の魅力を再発見できるのではないでしょうか。東京メトロでは来年（2017 年）、東洋初

の地下鉄開業（浅草～上野間）から 90 周年を迎えます。これからも駅から街中へ、沿線地域の皆様と一緒に駅周辺の魅力向上

に努めてまいります。 

 

三井不動産㈱ 日本橋街づくり推進部 主任 坂本 彩 

2 年前にはじまり、今年で 3 回目となる本イベント。今年はエリアを拡大し、協力企業・協力団体を拡大しての開催となります。

エリアにゆかりのある企業・団体が手をとりあい、そのエリアの魅力を発揮するというところは、「横のつながり」を大事にする当エ

リアらしいイベントであると感じています。東京オリンピックの開催があと 4 年というところに迫る今、「東京の玄関口」としてますま

す注目される当エリアの魅力を、多くの方に感じていただければありがたく思います。 

 

㈱三越伊勢丹 三越日本橋本店 営業計画担当 営業計画マネージャー 石崎 文則 

2 年前（2014 年）、当店のシンボル“ライオン像”も東京駅も、同じく 100 歳のメモリアルイヤーであったため、お互いを祝い合う

と同時に、東京駅から日本橋地域まで徒歩数分である近さを広めつつ、近隣の魅力あるスポットを回遊していただこうとはじめた

当企画も今回で 3回目を迎えます。初年度 5箇所だった参加企業・施設も、今年は 9箇所に増え魅力たっぷり！当エリアの魅力

的な観光資源の多さを是非発見・体感いただきたいと存じます。 

 

八重洲地下街㈱ テナント営業部 営業企画・営業推進グループ 担当次長 斎藤 忠 

昨年、開業 50 周年の節目を迎えた八重洲地下街は、本イベントに参加させていただき今年で 2 回目となります。日々、15 万

人のお客様をお迎えする地下街ですが、来街者のほとんどが東京駅を利用する方となっております。本イベントへの参加を通し

て日本橋地域との連動を図り、回遊性を高め、地域全体の活性化と発展に貢献していければ幸いと考えております。 

 

※以上、社名五十音順 


