
栗橋商工会
『栗橋商工会事務所』( 月～金曜 9:00 ～ 17:00)
『井上酒店』( 土曜･休日 9:00 ～ 17:00)
お問合せTEL:0480-52-1559 (月～金曜 9:00～17:00、土曜・休日除く)

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所三陸鉄道

『久慈駅』(7:30 ～ 18:30)
お問合せ TEL:0194-52-0177 富士急行

『河口湖駅』(6:00 ～ 22:00)
お問合せTEL:0555-22-7133( 富士山駅 5:30 ～ 21:30)

※｢東武鉄道株式会社駅務係 /栗橋みなみ｣は、同キャラクターで町興しを展開しています埼玉県の｢栗橋商工会｣にスタンプが設置されます。

・設置場所は各スタンプ押印スペースをご確認下さい。
・事業者によっては期間内でも曜日や時間などで、　 
   設置状況が異なります。

※開催期間中に各事業者の都合で、
　 詳細変更になる場合もございます。

・設置場所は各スタンプ押印スペースをご確認下さい。
・事業者によっては期間内でも曜日や時間などで、　
   設置状況が異なります。

※開催期間中に各事業者の都合で、　
　詳細変更になる場合もございます。

スタンプ設置期間は
『2013年1月11日～2013年9月30日』です。

大好評の全国級スタンプラリー第2弾開催 !!
全国の鉄道むすめ関連事業者15ヶ所に、
特製スタンプを設置します !!
鉄道むすめがいる鉄道事業者を訪れて、
特製スタンプを押しちゃおう !!

大好評の全国級スタンプラリー第2弾開催 !!
全国の鉄道むすめ関連事業者15ヶ所に、
特製スタンプを設置します !!
鉄道むすめがいる鉄道事業者を訪れて、
特製スタンプを押しちゃおう !!

©2005TOMYTEC/ イラスト：MATSUDA98/ 青い森鉄道･大井川鐵道･京王電鉄･弘南鉄道･三陸鉄道･東武鉄道･富山ライトレール･十和田観光電鉄･のと鉄道･函館市企業局交通部･広島電鉄･富士急行、各事業者商品化許諾済

限定商品も全国 15事業者で発売 !!

スタンプ設置事業者では『全国"鉄道むすめ"巡り』と連動した限定商品として、鉄道むすめキャラクターの『ミニスタンプ』+『IDカード風バッチ』の
セットを、『全国"鉄道むすめ"巡り2nｄ(製品名 )』として販売。それぞれの事業者でしか手に入らない限定品です。
ミニスタンプは実際に設置されているスタンプと同じデザイン。スタンプを押しながら、ミニスタンプもGETしちゃおう !!

【製品名】全国"鉄道むすめ"巡り2nd
【価格】￥600-.(税込み)
【種類数】全15種

販売場所：
・東京スカイツリータウン･ソラマチ
　イーストヤード 5階
　東武グループツーリストプラザ
　(10:00 ～ 20:00)
お問合せ TEL：03-5962-0102
　※東武鉄道お客さまセンター

東武グループツーリストプラザ
姫宮なな15

東武鉄道株式会社

販売場所：
・東武線駅売店｢ACCESS とｰぶ｣
　　新栃木駅 : ホーム売店 ( 平日 6:00 ～
　　18:00､土曜 6:30～18:00､休日除く)
　　東武宇都宮駅 : 改札外売店 
　　(平日 7:00 ～20:00､土曜 7:00～
　　18:00､休日 9:00 ～18:00)
★おもちゃのまち駅では販売されて
　いません。
お問合せ TEL：03-3623-0387
　※東武商事株式会社 第一営業部

壬生えみこ（inおもちゃのまち）14

販売場所：
・トイキングダムおもちゃのまちの
　おもちゃやさん (10:00 ～19:00)
お問合せ TEL：0282-85-2929
★｢トミーテック鉄道むすめ広報担当
　/立石あやめ｣は､栃木県の
　｢トイキングダムおもちゃのまちの
　おもちゃやさん｣で販売されます。

立石あやめ（inトイキングダム）
株式会社トミーテック

13

販売場所：
・[ 弘南線 ] 弘前駅･平賀駅･黒石駅
・[ 大鰐線 ] 大鰐駅･中央弘前駅
　全 5駅 (7:00～21:30
　/ 大鰐駅のみ 7:00～17:00)
お問合せ TEL：0172-44-3136
　※業務部営業課

平賀ひろこ
弘南鉄道株式会社

12

販売場所：
・十和田観光電鉄株式会社
　十和田市中央売店
　[十和田市中央バス停前](7:00～19:00）
お問合せ TEL：0176-23-3131
　※経営企画室
　(8:45～17:45､土曜･休日除く)

清水なぎさ
十和田観光鉄道株式会社

11

販売場所：
・浅虫温泉駅｢Molly's Cafe｣
(9:00 ～16:30)
お問合せ TEL：017-752-0330
　※青い森鉄道株式会社本社

八戸ときえ
青い森鉄道株式会社

10

販売場所：
・主要駅 (金谷､新金谷､家山､千頭)
　 各売店 (それぞれ営業時間内に
　ご利用下さい )
・新金谷駅前｢プラザロコ売店｣
　(9:00～17:00)
・新金谷駅前｢大鉄メディアクリエイト
　事務所｣(9:00～18:00､土曜･休日除く)
お問合せ TEL：0547-45-2604
　※大鉄メディアクリエイト
　(9:00～18:00､土曜･休日除く)

井川ちしろ
大井川鐵道株式会社9

販売場所：
・京王れーるランド (9:30 ～ 17:30
　/ 水曜定休。水曜祝日の場合は営業､
　その翌日休み )
お問合せ TEL：042-593-3526
　(9:30 ～ 17:30 水曜定休 )

橋本わかば
京王電鉄株式会社8

販売場所：
・富山ライトレール株式会社本社窓口
　(7:00 ～ 19:00､土曜･休日を除く )
・ポートラムショップ富山駅北
　(7:00 ～ 19:00 年中無休 )
お問合せ TEL：
　076-426-1770
　※富山ライトレール株式会社本社窓口
　076-433-7100
　※ポートラムショップ富山駅北

岩瀬ゆうこ
富山ライトレール株式会社

7
販売場所：
・函館市企業局交通部
　/駒場乗車券販売所
　( 営業時間内にご利用下さい )
お問合せ TEL：0138-32-1730
　(8:45 ～ 17:30､土曜･休日を除く )

松風かれん
函館市企業局交通部

販売場所：
・穴水駅売店 (6:30 ～ 18:00)
お問合せ TEL：0768-52-0073

和倉ななお
のと鉄道株式会社

販売場所：
・広島駅定期券センター
　(平日10:30～ 19:00､土曜10:30～
　17:30､ 休日除く )
・千田町定期券発売所 (平日10:00～
　13:00､14:00～ 19:00､土曜･休日を除く )
・西広島定期券発売所
　(平日･土曜10:00～ 19:00､休日除く )
お問合せ TEL：082-242-3551
　※輸送企画課(9:00～17:45､土曜･休日除く)

鷹野みゆき
広島電鉄株式会社

販売場所：
・河口湖駅 (6:00 ～ 22:00)
・富士山駅 (5:30 ～ 21:30)
お問合せ TEL：0555-22-7133
　※富士山駅

大月みーな
富士急行株式会社

販売場所：
・久慈駅、宮古駅
(それぞれ営業時間内にご利用下さい )
お問合せ TEL：0194-52-0177
　※久慈駅

久慈ありす
三陸鉄道株式会社

販売場所：
・栗橋商工会事務所 
( 月～金曜 9:00 ～ 17:00)
・井上酒店  ( 土曜･休日 9:00 ～ 17:00)
お問合せ TEL：0480-52-1559
　※栗橋商工会
★｢東武鉄道株式会社駅務係 /栗橋
　みなみ｣は､同キャラクターで町興し
　を展開しています埼玉県の｢栗橋商
　工会｣で販売されます。

栗橋みなみ（in栗橋商工会）
東武鉄道株式会社

スタンプ台紙①



『八戸駅』(5:30 ～ 22:35）
お問合せ TEL:017-752-0330(青い森鉄道株式会社本社 )

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣から、15キャラの特製スタンプが各事業者にて設置されます。

鉄道むすめのいる鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!

広島電鉄 のと鉄道

函館市企業局交通部
『函館市企業局交通部 /駒場乗車券販売所』(8:45 ～ 17:30）
お問合せ TEL:0138-32-1730(8:45 ～ 17:30､土曜･休日除く )

『穴水駅』(6:30 ～ 18:00)
お問合せ TEL:0768-52-0073

『広島電鉄株式会社 電車カンパニー千田運転係内 ( 広電本社前電停
からすぐ )』(9:00 ～18:00）お問合せTEL:082-242-3551
( 輸送企画課 9:00 ～ 17:45、土曜・休日除く )

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

富山ライトレール
『富山ライトレール株式会社本社 ( 城川原駅横 )』
(※営業時間内にご利用下さい )
お問合せ TEL:076-426-1770(7:00 ～ 19:00､土曜･休日を除く )

京王電鉄
『京王れーるランド』(9:30 ～ 17:30/ 水曜定休。
水曜祝日の場合は営業､その翌日休み )
お問合せ TEL:042-593-3526 (9:30 ～ 17:30 水曜定休 )

大井川鐵道
『千頭駅売店』(9:00 ～ 17:00）
お問合せ TEL:0547-45-2604( 大鉄メディアクリエイト
9:00 ～ 18:00､土曜･休日を除く )

スタンプ台紙②



全国で活躍する｢鉄道むすめ｣から、15キャラの特製スタンプが各事業者にて設置されます。

鉄道むすめのいる鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!スタンプ台紙③

青い森鉄道10 十和田観光電鉄11

弘南鉄道12
『弘前駅』(7:00 ～ 21:30)
お問合せ TEL:0172-44-3136

『十和田観光電鉄株式会社 /
十和田市中央売店 [ 十和田市中央バス停前 ]』(7:00 ～ 19:00)
お問合せ TEL:0176-23-3131(経営企画室8:45～17:45､土曜･休日除く)

『八戸駅』(5:30 ～ 22:35）
お問合せ TEL:017-752-0330(青い森鉄道株式会社本社 )スタンプ

設置場所
スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

スタンプ
設置場所

設置開始日：201x 年 xx 月 xx 日から

設置開始日：201x 年 xx 月 xx 日から 設置開始日：201x 年 xx 月 xx 日から

おもちゃのまち(トミーテック)13
『トイキングダムおもちゃのまちのおもちゃやさん』
(10:00 ～ 19:00)
お問合せ TEL:0282-85-2929

東武鉄道(おもちゃのまち)14
『東武宇都宮線 /おもちゃのまち駅』
( 営業時間内にご利用下さい )
お問合せ TEL:03-5962-0102( 東武鉄道お客さまセンター )

東武グループ
ツーリストプラザ

15
『東京スカイツリータウン･ソラマチイーストヤード 5階 :
東武グループツーリストプラザ』(10:00～20:00)
お問合せ TEL:03-5962-0102( 東武鉄道お客さまセンター )

※｢壬生えみこ｣は東武鉄道株式会社の許諾を得て展開しています、おもちゃのまち活性化キャラクターです。
　今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。

※｢姫宮なな｣は東武鉄道株式会社のオリジナルキャラクターです。
　今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。


