
 

 

 

 

 

 

MEITETSU NEWS RELEASE 

21-12-10 

 

名鉄×近鉄 「サクラサク入場券」と受験生応援グッズを発売します。 
 

 

名古屋鉄道は、受験シーズン本番を控えた受験生を応援するため、近畿日本鉄道株式会

社と共同で、「サクラサク入場券」と受験生応援グッズ「５か９（合格）あるのみ定規」・「反応灯

標識クリアファイル」を発売します。 

「サクラサク入場券」は記念入場券と台紙がセットになっており、記念入場券は「サクラサク」

の言葉に掛けて、名鉄の「桜（さくら）駅」・「朝倉（あさくら）駅」と近鉄の「桜（さくら）駅」・「大和朝倉

（やまとあさくら）駅」の入場券を揃えております。台紙は組み立てると「合格しマス！」の言葉に

掛けて枡（マス）の形になります。 

「５か９（合格）あるのみ定規」は、ミリ単位のメモリが 5 か 9（合格）しかない仕様になってお

り、5か 9（合格）がつく形式の車両をあしらったデザインとなっております。 

「反応灯標識クリアファイル」は、踏切に支障が無いことを知らせる「反応灯」と、線路の終端

に設置される「車止標」をデザインしたもので、「最終目的地まで、支障なく到達できるように」

との願いが込められています。 

詳細は下記のとおりです。 

             記 

 

1. 「名鉄×近鉄 サクラサク入場券」の発売 
 

(1)内 容 名鉄 

名古屋本線 桜駅の入場券（大人用） 

          常滑線 朝倉駅の入場券（大人用） 

近鉄 

湯の山線 桜駅の入場券（大人用） 

          大阪線 大和朝倉駅の入場券（大人用）                    

          ※発売箇所に応じ、岩津天満宮・山田天満宮・北野天神社のいずれ
かの神社でご祈祷を受けています。         

 

(2)発売期間 12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 
 

(3)発売金額 1セット 660円 
 

(4)発 売 数 5,500セット（内訳：名鉄 3,500セット、近鉄 2,000セット） ※各社なくなり次第終了 
 

(5)発売箇所 名鉄 
名鉄名古屋駅サービスセンター及び東岡崎駅、金山駅、中部国際空港駅、 

名鉄一宮駅、犬山駅、名鉄岐阜駅、栄町駅などの一部有人駅（63駅） 

近鉄 

近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅、津駅、大和八木駅、鶴橋駅、大阪難波駅、 

大阪阿部野橋駅、京都駅などの一部駅長所在駅（19駅） 
 

(6)そ の 他 詳細は別紙及び下記の専用 HPをご覧ください。 
＜https://www.meitetsu.co.jp/plan/event/detail/1267696_8032.html＞ 

 

＜券面イメージ（表）＞ 

＜組み立て完成イメージ＞ 



2.  受験生応援グッズ「５か９（合格）あるのみ定規」・「反応灯標識クリアファイル」の発売 
 

(1)名称・内容 ①5か 9（合格）あるのみ定規 

「ミリ単位のメモリが 5か 9（合格）しかない」「5か

9（合格）がつく形式の電車をデザイン」「桜材を

使用→サクラサク」など、縁起の良いグッズです。

5cm の位置には五角形の空欄があしらわれて

おり、お客さまが「合格形（五角形）の枠に 5を書

く（合格）」ことで完成させる定規です。 

②反応灯標識クリアファイル 

踏切に支障が無いことを知らせる「踏切動作点検

灯（名鉄呼称）・踏切遮断動作反応灯（近鉄呼

称）」と、線路の終端に設置される「車止標」をデ

ザインしたクリアファイルです。「最終目的地まで、

支障なく到達できるように」との願いが込められて

います。 
 

(2)発 売 日 12月 25日(土) 
 

(3)発売金額 ①5か 9（合格）あるのみ定規 1個 590円 

②反応灯標識クリアファイル  1枚 500円 

※1回のご購入につき、お 1人様それぞれ 

3個（枚）までとさせていただきます 
 

(4)発売数 各 2,000個（枚） 

（内訳：名鉄 各 1,000個、近鉄 各 1,000個） ※各社なくなり次第終了 
 

(5)発売箇所 名鉄 

名鉄名古屋駅サービスセンター（10：00から発売） 

知立駅、名鉄一宮駅（初列車から発売） 

近鉄 

近鉄名古屋駅、近鉄四日市駅、宇治山田駅、大阪難波駅、大阪上本町駅、 

大阪阿部野橋駅、京都駅の各駅営業所 

近鉄百貨店ネットショップ（インターネット発売） 

 

 

 【お客さまからのお問合せ先】 

名鉄お客さまセンター  TEL：052-582-5151 
（月曜日～金曜日：8時～19時、土日祝：8時～18時） 

以 上 

＜定規イメージ＞ 

＜クリアファイルイメージ＞ 



受験とコロナにかつなり 

マスクケース 

山田天満宮「合格朱印カード」 

岩津天満宮 

「合格祈願絵馬カード」 

福梅 合格朱印 

刈谷市マンホールコースター 

 

（1）「サクラサク入場券」購入特典 

●岩津天満宮「合格祈願絵馬カード」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下の対象駅で購入いただ

いたお客さまに、岩津天満宮「合格祈願絵馬カー

ド」をプレゼントします（1セットにつき 1枚）。 

また、「合格祈願絵馬カード」を岩津天満宮社頭で

ご提示いただくと、「合格」スタンプ授印のほか、「福

梅」をプレゼントします。さらに、同カードをお持ちの

方限定で、合格朱印※をお渡しいたします。 
※書き置き頒布、初穂料 500円が別途必要です。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木)  

○対 象 駅  豊橋駅、伊奈駅、国府駅、本宿駅、美合駅、東岡崎

駅、新安城駅、知立駅、豊川稲荷駅、桜井駅、西

尾駅、吉良吉田駅、蒲郡駅、刈谷駅、碧南中央駅、

土橋駅、豊田市駅、猿投駅、浄水駅、三好ケ丘駅、

日進駅 

○配 布 数  1,000枚 

 

 

 

●「かつなりくんグッズ＆刈谷市マンホールコースター」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下の対象駅で購入いただいた

お客さまに、「受験にかつなり！かつなりくんマスクケー

ス＆刈谷市マンホールコースター引換券」をお渡ししま

す（1セットにつき1枚）。当引換券を刈谷駅前観光案内

所にお持ちいただくと、「受験にかつなり！かつなりくん

マスクケース（紙製）」と受験には落ちないという意味を

込め、「刈谷市マンホールコースター（紙製）」を 1 セット

プレゼントします。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

○対 象 駅  刈谷駅 

○配 布 数  150セット 

 

 

 

●山田天満宮「合格朱印カード」、「合格パスケース」、「御神米（赤米）」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下対象駅でご購入いただいたお客さまに、

「サクラサク入場券合格朱印カード授与券」をお渡しします（1 セットに

つき1枚）。当授与券を山田天満宮でご提示いただくと、

「合格朱印カード」、「合格パスケース」、「御神米（赤

米）」を 1 セットプレゼントします。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

〇対 象 駅  栄町駅、大曽根駅、小幡駅、大森・金城学院前駅、 

新瀬戸駅 

○配 布 数  500セット 

別 紙 



合格祈願カード 

●「合格祈願カード」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下対象駅でご購入いただい

たお客さまに、知多市内にある大智院でご祈祷した

「合格祈願カード」をプレゼントします（1 セットにつき

1枚）。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

○対 象 駅  朝倉駅 

○配 布 数  500枚 

 

 

 

●「合格祈願梅子キーホルダー」と「梅子ボールペン」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を「第 31 回佐布里池梅まつり」の会

場で提示いただいたお客さまに、知多市内にある大智

院でご祈祷した「合格祈願梅子キーホルダー」と「梅子

ボールペン」を 1セットプレゼントします。 

○期  間  2022年 2月 12日(土)10:00～3月 13日(日) 

○会  場  佐布里緑と花のふれあい公園 

（梅まつり案内所 10：00～15：00） 

○配 布 数  200セット 

 

 

●「金の合格五角形鉛筆」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下対象駅で購入いただい

たお客さまに、北野天神社でご祈祷した「金の合

格五角形鉛筆」をプレゼントします（1 セットにつき

1本）。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

○対 象 駅  犬山駅、江南駅、名鉄一宮駅、 

名鉄岐阜駅（中央改札口側出札窓口） 

○配 布 数  600本 

 

 

●難関をクリア「国宝犬山城 クリアファイル」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下の対象駅で

購入いただいたお客さまに、「国宝犬

山城 クリアファイル(2 種類)」をプレゼ

ントします（1セットにつき各 1枚）。 

○期  間  12月16日(木)～2022年3月31日(木) 

○対 象 駅  犬山駅 

○配 布 数  150枚×2種類 

 

 

 

 

金の合格五角形鉛筆 

国宝犬山城 クリアファイル 

合格祈願梅子キーホルダー 

梅子ボールペン 

 



合格招き猫 合格祈願カード（デザインは変更になる場合があります。） 

（おもて） （うら） 

一宮 100周年 クリアファイル 

●難関をクリア「一宮 100周年 クリアファイル」のプレゼント 

○内  容  「サクラサク入場券」を以下の対象駅でご購入いただ

いたお客さまに、「一宮100周年 クリアファイル」をプ

レゼントします（1 セットにつき 1 枚）。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

○対 象 駅  名鉄一宮駅 

○配 布 数  200枚 

 

 

 

(2)沿線自治体によるイベント（常滑市） 

●一般社団法人とこなめ観光協会 受験生応援キャンペーン 

○内  容  常滑駅構内に、肉球をザラザラに加工した「滑らない 合格招き猫」を

展示し、合格を祈願します。希望者には、同駅隣接施設内にある常滑

市観光プラザにて、常滑神明社でご祈祷を受けた「合格祈願カード」

をプレゼントします（お 1人様 2枚まで）。 

○期  間  12月 16日(木)～2022年 3月 31日(木) 

○配 布 数  2022年は「にゃん×3（222）」にちなみ、“招き猫”の年として 222枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画におけるプレゼントはなくなり次第終了します。 
 

以 上 


