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京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康）は、ＡＮＡ Ｘ株式会社

（本社：東京都中央区、取締役社長：井上 慎一）が展開するモバイルアプリサービス「ANA 

Pocket（エイエヌエーポケット）」と連携した周遊企画を４月１日（金）～６月３０日（木）（※

最長）の期間限定で実施します。 
 

「ANA Pocket」は、徒歩・電車・自転車・自動車・飛行機などの毎日の移動に対して、 

移動手段や距離に応じた ANA Pocket 専用ポイントが貯まるアプリです。貯めたポイントは 

デジタルギフト券や、航空券・旅行割引に利用できるＡＮＡ ＳＫＹコイン、ＡＮＡのマイルなど 

に交換することができます。このほか、ポイントは「平日毎日５０００歩歩くと●ポイント」 

などの目標をクリアする「チャレンジ」の達成でも獲得することができます。 

※京王グループ共通ポイントとの交換・使用はできません。 

 

今回当社では、より多くのお客さまに当社線沿線の魅力を知り、訪れていただくことを目

的に、京王沿線有数の観光地である高尾山エリアや、テレビ朝日若葉台メディアセンター（京

王相模原線「若葉台駅」から徒歩５分）にて開催中の「君も博士になれる展 ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ ｂ

ｙ 博士ちゃん」などを巡る当社オリジナルの「チャレンジ」を企画・実施します。 

 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

  

４月１日（金）～６月３０日（木） 

 

 

 

 

いつもの移動でポイントが貯まるモバイルアプリサービス 

「ANA Pocket」と連携した京王沿線周遊企画を実施します！ 

京王沿線周遊企画を実施します！ 

 

≪ANA Pocket イメージ≫ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

≪高尾山ケーブルカー≫ 
≪君も博士になれる展 

ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ 博士ちゃん≫ 



１．ANA Pocket と連携した沿線周遊施策について 
（１）概要   
   ANA Pocket 内の「チャレンジ」に京王電鉄オリジナル企画を掲載 

 
（２）「チャレンジ」詳細 （全２チャレンジ） 

チャレンジ 
① 

「高尾山きっぷ」を使って高尾山へ 
行こう！ 

② 
「京王線・井の頭線１日乗車券」を 
使って「君も博士になれる展」へ 

行こう！ 

チェック 
ポイント 

①京王線 高尾山口駅 
②高尾登山電鉄 高尾山駅 
③髙尾山薬王院 

①テレビ朝日若葉台メディアセンター 
②若葉台駅 
③京王多摩センター駅 
④調布駅 

期間 4月 1日（金）～6月 30日（木） 4月 1日（金）～5月 8日（日） 
特典 300ポイント (*) 300ポイント (*) 

 (*)ANA Pocket 専用ポイントです。（京王グループ共通ポイントではありません） 
 

（３）参加方法  
① ANA Pocketをダウンロードし、アカウントの登録をします。 
② スマートフォンの設定で、「位置情報サービス」と「モーションとフィットネス」

を許可して下さい。 
   ※詳細は ANA Pocket 公式ＨＰをご確認ください。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/ 

③ 「チャレンジ」→「おすすめ」→「スポンサードチャレンジ」の順で選択 
④ 「『高尾山きっぷ』を使って高尾山へ行こう！」または「『京王線・井の頭線１日 

乗車券』を使って「君も博士になれる展」へ行こう！」のいずれかを選択 
⑤ 「はじめる」を選択しスタート 
⑥ チェックイン一覧にあるスポットを訪れ、チェックインスポ

ットで「チェックイン」ボタンを押下するとチェックインが

可能です。 
（チェックイン可能エリアに入ると、チェックインボタンの
押下ができます） 

⑦ すべての「チェックポイント」でチェックインすると、チャ
レンジ達成。 

⑧ 達成したチャレンジを選択し、「受け取る」ボタンを押下して
ポイントをお受け取り下さい。 

 
２．お客様のお問い合わせ先 
（１）ANA pocket に関するお問い合わせ 
  ANA Pocket 問い合わせ窓口 

customer_anapocket@ana-x.co.jp 
 

（２）その他のお問い合わせ 
京王お客さまセンター 

ＴＥＬ.０４２－３５７－６１６１（平日９：００～１８：００） 

 
【参考１】高尾山きっぷについて 
 京王線・井の頭線各駅から高尾山口駅までの往復割引乗車券と、高尾山ケーブルカーまた 
はリフトの割引乗車券(往復または片道)がセットになったきっぷです。 

 
【参考２】京王線・井の頭線１日乗車券について 

「『高尾山きっぷ』を使って高尾山へ

行こう」チャレンジ 

イメージ 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/
mailto:customer_anapocket@ana-x.co.jp


発売価格：大人９００円 小人４５０円 

発売時間：始発～１８：００（一部の駅および改札は、７時または営業開始時間） 

発売場所：京王線・井の頭線各駅の自動券売機 

内 容：発行日当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度も乗り降り可能な乗車券です。 

【参考３】「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」について 

 開催期間：２０２１年１０月２日（土）～２０２２年５月８日（日） 

 開催場所：テレビ朝日若葉台メディアセンター内（若葉台駅から徒歩５分） 

    東京都稲城市若葉台２丁目１０－１ 

 営業時間：（平日）１０：００～１７：００ （土日祝）９：００～１８：００ 

 休 館 日：毎週月曜日（ただし４月４日、５月２日は営業） 

料   金：①一般 

（税込み） （平日）  おとな：１，８００円 こども：１，２００円 

（土日祝）おとな：２，０００円 こども：１，４００円 

②リピーター割引 

            （平日・土日祝共通）おとな： ９００円 こども： ６００円 

※「おとな」は高校生以上、「こども」は４歳～中学３年生となります。３歳以下の 

お子さまは入館無料です 

※その他各種チケット詳細は公式ＨＰからご確認ください 

（君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん公式ＨＰ） 

https://lab-wakabadai.com/kimimohakase/  
     

【参考４】京王電鉄と「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」とのコラボ企画に 
ついて 

実施期間：２０２１年１１月２日（火）～２０２２年５月８日（日） 
各企画・特典：①京王電鉄オリジナル「はてなカード」配布 

京王線沿線の４カ所で、計１２種類の京王電鉄のオリジナルクイズを記 

載したカードを配布（４カ所×３種類） 

         （配布場所）トリエ京王調布Ａ館４階、若葉台駅改札外、京王多摩セン 

ターＳＣ２階（駅中央口改札正面）、京王れーるランド館内 

※京王れーるランドは別途入館料がかかります 

※配布場所は変更する場合があります 

②「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」入館料割引 
京王線・井の頭線一日乗車券を会場入り口で提示すると、入館料を 

１００円割引 

※他の割引との併用はできません 

③トリエ京王調布での特典 
「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」入館チケットをトリ 

エ京王調布の各店舗で提示すると、様々な特典が受けられます。 

   （特典内容一覧） 

店 舗 特典内容 場 所 

グッドネス お会計代金から、１０％ＯＦＦ Ａ館２階 

エフィーズ クローゼット お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館２階 

ジンズ メガネ・サングラス５％ＯＦＦ Ａ館２階 

スリーフォータイム お会計代金から、１０％ＯＦＦ Ａ館２階 

コーエン お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館３階 

ハートダンス １，１００円（税込み）以上の商品、１０％ＯＦＦ Ａ館３階 

コムサスタイル レディース お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館３階 

レプシィム .ＳＴ会員のみ、お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館３階 

https://lab-wakabadai.com/kimimohakase/


フクスケ お会計１，６５０円以上で５％ＯＦＦ Ａ館３階 

シャロット バイ 

エービーシー・マート 
お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館３階 

カンタベリー オブ 

ニュージーランド 

カンタベリー オブ ニュージーランドの品、１０％

ＯＦＦ 
Ｃ館１階 

アーノット お会計代金から、５％ＯＦＦ Ａ館４階 

アートマンアートマン コスメ サンプルプレゼント 改札階 

神戸屋キッチンエクスプレス お会計代金から、１０％ＯＦＦ Ａ館１階 

和菓子 紀の国屋 
５００円（税込み）以上お買い上げのお客様に、２００

円（税込み）以下のお好きなお菓子おひとつプレゼント 
Ａ館１階 

カフェソラーレ Ｔｓｕｍｕｇｉ 
お食事ご注文のお客様に限り、ミニソフトクリーム（抹

茶またはほうじ茶）プレゼント 
Ａ館４階 

雲龍一包軒 ミニ杏仁豆腐サービス Ａ館５階 

おぼんｄｅごはん セットドリンクサービス Ａ館５階 

妻家房 お会計代金から、１０％ＯＦＦ Ａ館５階 

牛たん炭焼利久 ジムハイボール orソフトドリンク１杯サービス Ａ館５階 

とんかつまい泉 ミニデザートサービス Ａ館５階 

花旬庵 
オレンジジュース、ウーロン茶、グラスビール 

いずれか１杯サービス 
Ａ館５階 

焼肉 ＨＥＩＪＯＥＮ ソフトドリンク１杯サービス Ａ館５階 

京王観光 
総額５０，０００円（税込み）以上のパッケージツアー

申込時、１，０００円割引 
サウスゲート 

※全て他サービスとの併用不可、飲食店は注文時に提示 

※セール品等、一部対象除外品があります 

※各店の特典内容は予告なく変更する場合があります 

④京王れーるランドでの特典 
「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」入館チケットと京王れ 

ーるランドの入館券を京王れーるランド本館１階インフォメーションで提 

示すると、ノベルティ（ボールペン）をプレゼント 

 

以 上  


