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３月３０日（水）から 

「Meets
ミ ー ツ

下北沢～お散歩デジタルスタンプラリー～」を開催します！ 
 

 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康）では、下北沢駅の高

架下で開発を進める施設「ミカン下北」の開業を記念し、３月３０日（水）から４月３０

日（土）まで、下北沢周辺エリアの店舗などを訪れてデジタルスタンプを集めると、素敵

な賞品が当たる「Meets下北沢～お散歩デジタルスタンプラリー～」を開催します。 

 

「Meets 下北沢～お散歩デジタルスタンプラリー～」は、小田急電鉄株式会社・下北沢商

店連合会・世田谷区と連携したイベントで、下北沢エリアの３６箇所に設置されたＱＲコー

ドをスマートフォンで読み取り、集めたスタンプ数に応じて、素敵な賞品が当たります。賞

品は、京王電鉄の鉄道資材をアップサイクルした「セミオーダーアクセサリー」や、「サブ

カルの街『下北沢』をさらに盛り上げたい！」という想いから、世田谷区・下北沢商店街連

合会・株式会社オオゼキ・株式会社日テレ７・京王電鉄の５者が連携して生まれた、「下北

沢ＣＨＡＯＳ（カオス）ビール」 などをご用意しております。また、先着５００名にミカ

ン下北オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。 

 

本企画は、２０２１年７月から９月にかけて井の頭線沿線の魅力再発見を目的として行い

ご好評をいただいた「Meets いのかしら～お散歩デジタルスタンプラリー～」に続く Meets

企画第２弾です。長引くコロナ禍で遠出がしにくい今だからこそ、近場でのお買い物やお出

掛け先として下北沢を選んでいただき、その魅力を再発見していただくことを目指します。 

  

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

≪ポスター（イメージ）≫ 
≪鉄道資材アップサイクル  

セミオーダーアクセサリー（イメージ）≫ 
※ピアス・ラペルピン・箸置き 

 

 

Meets企画第２弾 

 

 

「ミカン下北」開業記念！ 



１．「Meets下北沢～お散歩デジタルスタンプラリー～」について 

（１）期  間  

３月３０日（水）から４月３０日（土）まで 

（２）内  容  

下北沢エリアの店舗など３６箇所に設置されたＱＲコードをスマートフォンで読み取り、 

集めたスタンプ数に応じて素敵な賞品が当たるイベントです。 

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

（３）スタンプスポット 

①店舗 

「グルメ」、「ファッション」、「カルチャー（書店・雑貨・レジャー施設など）」の３つの 

コンセプトに基づいて選定した３１店舗。（詳細は別紙参照） 

②フリースポット 

井の頭線下北沢駅の対話型ＡＩ案内ロボ「下北沢レイ」や「世田谷区立代田富士３５６(みごろ) 

広場」の公園など５箇所 

（４）参加方法  

以下の特設サイトから参加できます。 

＜ＵＲＬ＞ https://stamprally.digital/shimokitazawa?sr=223 

（５）賞  品  

 賞品内容 人数 スタンプ数 

特別賞 

①鉄道資材アップサイクル セミオーダーアクセサリー（抽選） ３名 ６個 

②「チザイ福袋」 ｂｙ 知財図鑑（抽選） ３名 ６個 

Ａ賞 

③せたがやＰａｙポイント５,０００円分（抽選） １０名 ５個 

④由縁別邸 代田 日帰り入浴プラン ペアチケット（抽選） 
１０組 

（２０名） 
５個 

Ｂ賞 

⑤下北沢ＣＨＡＯＳ（カオス）ビール ６本セット（抽選） １０名 ４個 

⑥ＳＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥ１日無料券※下北沢のみで使用可（抽選） １０名 ４個 

Ｃ賞 ⑦ミカン下北 オリジナルマスキングテープ（先着） ５００名 ３個 

 

※全ての賞（各賞１種類ずつ）に重複応募が可能です。 

ただし、特別賞・Ａ賞・Ｂ賞については、当選するのはお一つのみとなります。 

 

※Ｃ賞については先着順となります。スタンプを３個集めたスタンプラリーの画面をミカン下北 

Ａ街区２Ｆ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ下北沢レジでご提示ください。 

 

〇賞品概要 

商品名 概要 イメージ写真 

① 鉄道資材 

アップサイクル  

セミオーダー 

アクセサリー 

アップサイクルとは、「創造的再利用」と呼ばれ、不要品を「よ

り価値の高い製品」に変換するモノづくりのことです。アッ

プサイクルのプロデュースを行う「Ｌａｓｔ ｉｔｅｍ」の

藤井大貴さんと鍛金職人の宮田琴さんの協力のもと、老朽取

替により発生した架線の廃材を再利用して製作した、ピアス・

ラペルピン・箸置きの３種類から１つをお選び頂きます。さ

らに「井の頭線」「京王線」から「お好きな路線の架線」で製

作可能で、完成品には路線名の刻印が入ります。 

※６月以降にお届けします。 

 

https://stamprally.digital/shimokitazawa?sr=223


②「チザイ福袋」ｂｙ  

知財図鑑 

クリエイター視点でテクノロジーを解説し、新たな活用法を

妄想するメディア「知財図鑑」がセレクトした、サステナブル

な未来のためのヒントとなる“知財の福袋”です。 

https://chizaizukan.com/    

③せたがやＰａｙ 

ポイント 

世田谷のお店を応援するキャッシュレスな地域通貨です。  

（下北沢駅がある世田谷区内の加盟店でご利用いただけま

す。） 

https://setagayapay.com/ 

 

④由縁別邸 代田 

日帰り入浴プラン 

ペアチケット 

小田急電鉄株式会社が小田急線世田谷代田駅徒歩３０秒の場

所に開発した温泉旅館（運営：ＵＤＳ株式会社）です。箱根・

芦ノ湖温泉の源泉から運ぶ温浴のご利用とご飲食が楽しめる

日帰りプランにペアでご招待します。 

 

⑤下北沢ＣＨＡＯＳ 

（カオス）ビール 

 ６本セット 

世田谷区・下北沢商店街連合会・株式会社オオゼキ・株式会社

日テレ７・京王電鉄の５者が連携して生まれた下北沢の象徴

となるクラフトビールです。 

 

⑥ＳＨＡＲＥ  

ＬＯＵＮＧＥ 

１日無料券 

ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 下北沢内に併設され

た、高速Ｗｉ－ｆｉや電源、フリードリンク、フリースナッ

ク、ＢＯＯＫライブラリーを備えたミカン下北２ＦにあるＳ

ＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥを１日お使いいただけます。※下北沢

のみで使用可 

 

⑦ミカン下北  

オリジナル 

マスキングテープ 

ミカン下北のロゴを用いたオープン記念限定のオリジナルデ

ザインのマスキングテープです。スタンプ３個で先着５００

名様にプレゼントします。交換方法は、スタンプ３個以上集

めたスタンプラリーの画面をミカン下北Ａ街区２Ｆ ＴＳＵ

ＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 下北沢 レジにてご提示くだ

さい。テープとしてのご利用はもちろん、文字や絵を表現す

るのにもご利用いただけます。 

※なくなり次第終了となります。 

 

 

２．お客さまの問い合わせ先 

京王お客さまセンター 

ＴＥＬ.０４２－３５７－６１６１（９：００～１８：００） 

以 上 

【参 考】 

１．ミカン下北について 

（１）開 業 日  

３月３０日（水） 

（２）場   所  

下北沢駅高架下 

（３）店 舗 数  

１９店舗 

（４）コンセプト 

プロジェクトコンセプトには「ようこそ。遊ぶと働くの未完地帯へ。」を掲げ、下北沢の自

由で雑多な 空気の中で、多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合い、予想もつか

ない何かが生まれる場所 を目指します。 

以 上 

 

 

 

 

 

https://chizaizukan.com/
https://setagayapay.com/


【別紙】 

Meets下北沢～お散歩デジタルスタンプラリー～ スタンプスポットリスト 

No． スポット カテゴリー 

１ 

ミカン下北 

東洋百貨店 別館 ファッション 

２ ＰＩＺＺＥＲＩＡ ８ グルメ 

３ ＴＨＥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＢＡＫＥＲＳ グルメ 

４ 大衆ビストロハルタ グルメ 

５ ダパイダン１０５ グルメ 

６ 韓国食堂＆韓甘味 ハヌリ グルメ 

７ 下北六角 グルメ 

８ チョップスティックス グルメ 

９ タイ屋台 ９９９ グルメ 

１０ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 下北沢 カルチャー 

１１ ＳＹＣＬ ｂｙ ＫＥＩＯ カルチャー 

１２ ＳＨＩＭＯＫＩＴＡ ＭＥＡＴ ＳＰＯＴ グルメ 

１３ Ｉｓｌａｎｄ Ｂｕｒｇｅｒｓ グルメ 

１４ 下北沢ワインショップ／Ｂａｒ ＦＡＩＲＧＲＯＵＮＤ グルメ 

１５ 楽観 グルメ 

１６ Ｚｏｆｆ ファッション 

１７ 図書館カウンター下北沢 フリースポット 

１８ ＩＴ ｂｙ ＡＬＢＵＭ ファッション 

１９ 

下北線路街 

下北線路街 空き地 カルチャー 

２０ ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫ 発酵デパートメント グルメ 

２１ ｒｅｌｏａｄ ＦＯＲＥＳＴＩÈＲＥ ファッション 

２２ ｒｅｌｏａｄ ＧＲＥＡＴ ＢＯＯＫＳ カルチャー 

２３ ｒｅｌｏａｄ 立てば天国 グルメ 

２４ 

下北沢商店連合会 

オオゼキ 下北沢店 グルメ 

２５ カフェつゆ艸 グルメ 

２６ キャプテンズドーナツ グルメ 

２７ くらうま しもきた カルチャー 

２８ 三叉灯 グルメ 

２９ 昭和信用金庫 本店 フリースポット 

３０ 都夏 下北沢本店 グルメ 

３１ 古着屋 ＲＡＩＮＢＯＷ ファッション 

３２ Ｌａ Ｐｉｎａ グルメ 

３３ ＬＯＯＫ ＵＰ ＣＯＦＦＥＥ グルメ 

３４ 
世田谷区 

世田谷区立代田富士３５６広場 フリースポット 

３５ 東北沢駅 駅前広場 フリースポット 

３６ その他 下北沢レイ（井の頭線下北沢駅 券売機横） フリースポット 

※イベントへの参加にあたっては、新型コロナウイルス感染症予防にご協力をお願いいたします。 

（マスクの着用、手洗い・手指の消毒をこまめに、密にならないよう間隔をあける、会話を控える等） 

※各店舗は、予告なく営業時間を短縮または臨時休業している可能性があります。必ずご利用前に、各店舗の公

式ホームページ等で営業状況をご確認ください。 

スタンプスポットの詳細マップはこちら 

ＵＲＬ：https://mikanshimokita.jp/katsudo/detail/?cd=000013 

 

https://mikanshimokita.jp/katsudo/detail/?cd=000013

