
  

 

２０１９年７月１７日 

東海旅客鉄道株式会社 

トーキョーブックマーク特別プラン 
「スター・ウォーズTM アイデンティティーズ：ザ・エキシビション」タイアップ 

オリジナル商品の発売について 
新幹線とホテルがセットになった旅行商品を提供する「トーキョーブックマーク」。 
今回は、東京・品川（天王洲アイル）にて８月から開催される『スター・ウォーズ』の世界

観を体験できる展覧会「スター・ウォーズTM アイデンティティーズ：ザ・エキシビション」

とタイアップした特別プランを発売します。 
この展覧会は、映画に使われた美術品やキャラクターの考案過程が分かる資料など、約200

点のコレクションが展示され、世界12都市で200万人以上の来場者を魅了してきました。日本

国内では初めての開催です。 
トーキョーブックマークの特別なプランで、ぜひ東京へのおでかけをお楽しみください！  

◆ポイント① 
時間指定不要の「スター・ウォーズ TM アイデンティティーズ」優先入場案内付き 

   
一般販売しているチケットは、購入時に来場日時を指定する必要がありますが、本商品では、

お好きな時間にご来場いただければ、案内可能な時間帯に入場のご案内をいたします。ご旅行中

のお好きな時間に入場できるので、新幹線のお時間に合わせてご自由にお使いください。 
              

◆ポイント② 
主要キャラクターをあしらった「スター・ウォーズ TM アイデンティティーズ」オリジ

ナルデザイン Tokyo Subway 24-hour Ticket 付き 
 

オリジナルデザインの、東京メトロ全線および都営地下鉄線全線が 24 時間乗り放題になる

Tokyo Subway 24-hour Ticket をお渡しします。前半・後半および大人・小児で異なる全４種類の

デザインで、ファンの方必見のチケットです。ぜひ、全てのデザインを集めてみてください。 
東京メトロ沿線では、展覧会に連動したスタンプラリーも開催されますので、東京の街めぐり

もお楽しみください。 
 
 ※設定期間 2019 年 8 月 8 日（木）出発～2020 年 1 月 13 日（月・祝）帰着分（一部除外日あり） 
※商品詳細および展覧会概要・・・別紙１ ※ＪＲ東海賞が当たるスタンプラリー詳細・・・別紙２ 

 

展覧会オフィシャルビジュアル オリジナルデザイン Tokyo Subway 24-hour Ticket 
 ©&TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Used under authorization. 

 
※画像はすべてイメージです。 



 

 
 

 
トーキョーブックマーク特別プラン 

「スター・ウォーズ TM アイデンティティーズ：ザ・エキシビション」タイアップ 
オリジナル商品の発売について 

 
今年 12 月に全国公開するシリーズ完結編『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の公

開を記念して、東京・品川（天王洲アイル）の寺田倉庫では、『スター・ウォーズ』の世界観を体験

できる展覧会「スター・ウォーズ TM アイデンティティーズ：ザ・エキシビション」が 8 月 8 日より

開催されます。また、東京メトロ沿線では、この展覧会と連動したスタンプラリーも実施されます。 
今回は、トーキョーブックマークをご利用いただくことで手に入れることができる優先入場案内

付商品やオリジナルグッズをご用意しました。 
ファンの方は必見です！ ぜひ、「トーキョーブックマーク」を利用して、東京・品川の展覧会会場

へお越しください。 
 

１ トーキョーブックマーク特別プラン内容 
 
下記①～③が付いた、トーキョーブックマークの特別プランです。 
 
① 「スター・ウォーズ アイデンティティーズ」優先入場案内 
② 「スター・ウォーズ アイデンティティーズ」オリジナルデザイン Tokyo Subway 24-hour Ticket 
③ 「スター・ウォーズ アイデンティティーズ」来場記念グッズ（オリジナルメモパッド） 

（注１）②③の絵柄は、前半と後半で異なります。前半は 8/8(木)～10/31(木)まで、後半は 11/1(金)～来年 1/13(月・祝)です。 
（注２）展覧会会場にご来場いただいた方のみ、上記②③を引き換えます。会場にご来場いただけない方は、東京メトロ各駅 

及び都営地下鉄主要駅の駅事務室にて、通常デザインの Tokyo Subway 24-hour Ticket を引き換えることが可能です。 
 

  ※その他、②、③のみが付いたお手軽なプランもあります。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

● 設定期間  
2019 年 8 月 8 日（木）出発～2020 年 1 月 13 日(月・祝）帰着分 
※一部除外日あり 

● 発売開始日 
 7 月 17 日（水）より順次発売 
 

©&TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Used under authorization. 

 

展覧会メインビジュアル オリジナルデザイン Tokyo Subway 24-hour Ticket 来場記念グッズ 
（オリジナルメモパッド） 

× 
別紙１ 

前半大人券 後半小児券 後半大人券 前半小児券 前半絵柄 後半絵柄 



● 設定泊数 
 日帰り・1 泊・2 泊 

● 旅行代金 大人おひとり様（ジェイアール東海ツアーズの例） 

【宿泊プラン（1 泊）】 

名古屋駅発着 

優先入場案内付きプラン：25,600 円～44,300 円 

（展覧会への入場なし）：23,200 円～41,900 円 

新大阪駅発着 

優先入場案内付きプラン：30,000 円～49,100 円 

（展覧会への入場なし）：27,600 円～46,700 円 
※往復新幹線普通車指定席限定利用（ご利用になれる列車は限られています。） 
第一ホテル東京シーフォート 禁煙スーペリアツイン（２～３名１室利用、食事なし）の場合 

● 発売旅行会社 

 
 
 
※詳しくは各社ホームページまたは店頭にてご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サイトイメージ 

 

※画像はすべてイメージです。 



２ 展覧会概要 
 

世界中で 200 万人以上を魅了してきた『スター・ウォーズ』の大展覧会がついに日本上陸！！ 
間近に迫る貴重品の数々に、映画の感動と興奮がよみがえる。 
『スター・ウォーズ』史上最大規模にして、国内最後の展覧会が東京で開幕します。 
 
 1978 年の映画日本初公開から、41 年――。本年 12 月に公開される最新作で、スカイウォーカー

家をめぐる物語『スター・ウォーズ』がついに完結します。 
この歴史的なタイミングを前に、8 月 8 日から開催されるのが、大展覧会「スター・ウォーズ™ アイ

デンティティーズ：ザ・エキシビション」です。 
 
 本展には、映画で実際に俳優たちが着用した衣裳や、作中で使用された小道具、模型、キャラクタ

ーの設定を決めるために描かれたコンセプト・アートなど、制作過程を辿れる貴重な展示品が約 200
点ものボリュームで展示されます。 
また、これらの展示品は今後、ロサンゼルスに設立される Lucasfilm museum に収蔵されるため、こ

れだけの規模の展示品を見ることができるのは、日本では最後の機会となります。 
 
 また、もうひとつの注目コンテンツは、インタラクティブ・クエストです。会場内に設置されたイ

ンタラクティブスペースで、出題される質問に答えながら ID付きブレスレットをタッチしていくと、

来場者の性格や価値観などのアイデンティティーが反映されたオリジナルキャラクターを作ること

ができます。 

 

●会場  ：寺田倉庫G1－5F（東京都品川区東品川2-6-4）  
●開催期間：2019年8月8日(木)～2020年1月13日(月・祝)  
●開催時間：10：00～19：00 ※18：30最終入場 
●休館日 ：2019年9月9日（月）、10月21日（月）、11月18日（月）、 

2020年1月1日（水）～1月3日（金） 
 
※施設詳細につきましては、「スター・ウォーズTMアイデンティティーズ：ザ・エキシビシ 
ョン」の公式WEBサイト（https://www.starwarsidentities.jp）をご参照ください。 

 

  

展覧会会場イメージ写真  

※画像はすべてイメージです。 

https://www.starwarsidentities.jp/


 
 

「スター・ウォーズ™ アイデンティティーズ:ザ・エキシビション」開催記念 
東京メトロスタンプラリーの詳細について 

 
「スター・ウォーズ™ アイデンティティーズ：ザ・エキシビション」の開催を記念し、東京メトロ

スタンプラリーが東京都内で開催されます。 
一般の方も無料で参加できるイベントですが、トーキョーブックマークの本商品購入者で、全７

駅のスタンプを集めた方には、一般の達成賞に加えて、オリジナルの「Ｗチャンス賞（ＪＲ東海賞）」

（当選者は 20 名）もご用意しております。 
是非この機会にスタンプラリーにご参加いただき、東京の街めぐりをお楽しみください！ 

 
１ 実施期間 

2019 年 7 月 27 日（土）から 2020 年 1 月 13 日（月・祝）まで 
※旅行商品の設定期間は、別紙１の通り 2019 年 8 月 8 日（木）出発～2020 年 1 月 13 日(月・祝）帰着分までです。 

 
２ 参加方法 
（１） 東京メトロ各駅のラック（一部を除く）から専用リーフレットを入手してスタートします。 
（２） スタンプ設置駅 7 駅をまわってスタンプを集めます。 
（３） スタンプ設置駅 7 駅全てのスタンプを集めて、中央区観光情報センター（京橋エドグラン地

下１階・銀座線京橋駅直結）でご提示いただくと、前半［2019 年 7 月 27 日（土）～10 月 31
日（木）］と後半［11 月 1 日（金）～2020 年 1 月 13 日（月・祝）］のそれぞれ先着で 20,000
名様に達成賞をプレゼント。 

（４） さらに、抽選で合計 40 名様に素敵な賞品が当たります。 
※スタンプ設置駅をまわる順序は自由です。 
※スタンプは、実施期間内であれば 1 日で集めなくても有効です。 
※専用リーフレットは 7 月 27 日（土）から配布を開始し、無くなり次第配布終了となります。 

※専用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。 
※ご応募の際の郵送料はお客様のご負担となります。 
※達成賞の引き換えは、前半・後半それぞれお一人様につき 1冊となります。 

 
３ スタンプ設置駅 
（１） 銀座線        京橋駅         銀座方面改札付近 

（２） 銀座線・日比谷線   上野駅         上野公園方面改札付近 

（３） 有楽町線       有楽町駅        駅事務室付近 

（４） 日比谷線       六本木駅        西麻布方面改札付近 

（５） 丸ノ内線・副都心線  新宿三丁目駅      高島屋方面改札付近 

（６） 有楽町線       豊洲駅         ららぽーと方面改札付近 

（７） 東西線        高田馬場駅       明治通り方面改札付近 

   ※スタンプ設置時間は 9 時から 20 時までです。※スタンプは全て改札外に設置します。 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

 



４ 賞品内容 
（１）達成賞 

ア【前半引換期間】2019 年 7 月 27 日（土）から 2019 年 10 月 31 日（木）まで 
オリジナルメモパッド ダース・ベイダー・・・ 先着 20,000 名様 

 イ【後半引換期間】2019 年 11 月 1 日（金）から 2020 年 1 月 14 日（火）まで 
オリジナルメモパッド ヨーダ・・・ 先着 20,000 名様 
 
 
 
 

 
 
 
（２）Ｗチャンス賞 

ア ＪＲ東海賞   オリジナルＩＣカードホルダー・・・20 名様 
イ 東京メトロ賞 オリジナルタオル・・・20 名様 

※東京メトロ賞はどなたでも応募できますが、ＪＲ東海賞に応募するには、 

別紙１のトーキョーブックマークの旅行商品を購入し、 

オリジナル Tokyo Subway 24-hour Ticket を引き換えることが条件です。 

※達成賞及びＷチャンス賞の賞品は予告なく変更する場合がございます 

 

 
５ 達成賞引換場所 
  中央区観光情報センター（京橋エドグラン内）※達成賞の引換時間は店舗の営業時間に準じます。 
 

６ Ｗチャンス賞応募方法 
（１）ＪＲ東海賞 
 専用リーフレットに付属の応募用封書に、展覧会会場でお渡しする「Ｗチャンス賞（ＪＲ東海

賞）応募券」を封入し、必要事項をご記入の上、切手を貼ってご応募ください。 
（２）東京メトロ賞 

専用リーフレットに付属の応募用封書に必要事項をご記入の上、切手を貼ってご応募ください。 
 
＜応募締切＞ 

2020 年 1 月 20 日（月）当日消印有効 
※ご応募はお一人様につき１通とさせていただきます。 

※ご応募は１通につき東京メトロ賞かＪＲ東海賞のどちらか１つとさせていただきます。 
※ご応募の際の郵送料はお客様のご負担となります。 

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※賞品の発送は 2020 年 2 月上旬ごろを予定しております。 

 
７ スタンプラリーに関する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） 

 

 

 

【前半絵柄】ダース・ベイダー 

（イメージ） 

ＪＲ東海賞（イメージ） 

【後半絵柄】ヨーダ 

（イメージ） 


