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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：都村 智史）では、９月１日（木）

～９月３０日（金）まで、井の頭線沿線・調布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、株式会社手紙社（以下「手紙社」）のグッズなどが抽選で当たる「Meets

いのかしら＋ちょうふ～お散歩デジタルスタンプラリー～」を実施します。 

 

「Meets いのかしら＋ちょうふ～お散歩デジタルスタンプラリー～」は、井の頭線沿線の

３７店舗と調布周辺エリアの８店舗に設置された二次元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賞品が抽選で当たるイベントです。京王線沿線で複数

の店舗を展開し、若い世代を中心に人気のコンテンツを持つ手紙社のグッズや、京王   

グループの株式会社リビタが運営するホテルの宿泊招待券などが当たります。店舗では 

割引・サービスなどの特典もご用意しています。 

 

Meets企画はコロナ禍において、京王線・井の頭線沿線にある身近なお店をピックアップ

し、近場でのお買い物やお出掛け先として選んでいただき、その魅力を再発見していただく

ことを目的としています。本企画は、２０２１年７月に実施した「Meets いのかしら～   

お散歩デジタルスタンプラリー～」、今年３月に実施した「Meets 下北沢～お散歩デジタル

スタンプラリー～」に続く Meets企画第３弾です。これまでは井の頭線沿線を対象店舗とし

てきましたが、今回は過去にコラボ記念乗車券などを発売した手紙社の店舗がある調布 

周辺エリアにも対象店舗を拡大します。なお、移動の際には「京王線・井の頭線一日乗車券」

や「いのかしら おでかけきっぷ」をぜひご利用ください。 

  

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１日（木）から実施！ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

≪ポスター≫ 

「Meets
ミ ー ツ

いのかしら＋ちょうふ 

           ～お散歩デジタルスタンプラリー～」 

                               を実施します！ 

 

≪手紙社のグッズ≫ 

Meets企画第３弾！ 



１．「Meetsいのかしら＋ちょうふ～お散歩デジタルスタンプラリー～」について 

（１）期  間  

９月１日（木）から９月３０日（金）まで 

（２）内  容  

井の頭線沿線の３７店舗と調布周辺エリアの８店舗に設置された二次元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賞品が抽選で当たるイベントです。店舗では割引・

サービスなどの特典もご用意しています。 

（３）店  舗  

   「グルメ～愛されグルメ～」、「カフェ～おやつブレイク～」、「雑貨～こだわりセレクト～」 

の３つのテーマに基づいて選定した４５店舗。（詳細は別紙参照） 

（４）参加方法  

以下の特設サイトから参加できます。（各店舗の特典・サービスはこちらからご確認ください） 

＜ＵＲＬ＞ https://stamprally.digital/tama-go/sr323  

※スマートフォンからのみアクセス可能です。9月1日（木）公開予定です。 

 

（５）賞  品  

スタンプ数 賞品名称 当選人数 

8 
THE SHARE HOTELS 宿泊ご招待券 1 組２名 

ネクタイ・似顔絵オーダー「Carry さん募集中〜！」 1 名 

5 
Sonoligo
ソ ノ リ ゴ

 Premium
プ レ ミ ア ム

「リアルイベントを月額定額制で楽しめる」 10 名 

ネクタイ×手紙社オリジナル紙雑貨の詰め合わせ 10 名 

4 京王のギフトカード 2,000 円分 15 名 

3 ネクタイ×手紙社オリジナルジャム2 種セット 15 名 

2 ネクタイ×手紙社オリジナルA5 クリアファイル「もうすぐ3 時だ」 100 名 

 

 

 

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） 

 

【参考１】株式会社手紙社について 

（１）代 表 者 北島 勲 

（２）ホームページ ＜ＵＲＬ＞ https://tegamisha.com/ 

（３）事業内容 

もみじ市・東京蚤の市・布博・紙博などのイベントの主催、カフェ・雑貨店・書店などの  

店舗運営、書籍の発行などを手がける編集チーム。自分たちが「ワクワクするかも」と感じ

たサムシングを、自分たちにしかできないやり方で編集し、よりワクワクしてもらえるよう

なパッケージにしてお披露目します。 

≪賞品イメージ≫ 

THE SHARE HOTELS 宿泊ご招待券 ネクタイ×手紙社 
オリジナルジャム2 種セット 

ネクタイ×手紙社オリジナル 
A5 クリアファイル「もうすぐ3 時だ」 

＜参加用二次元コード＞ 

 

https://stamprally.digital/tama-go/sr323
https://tegamisha.com/


（４）「京王電鉄×手紙社コラボ記念乗車券第２弾」について 

①発売金額  

    １,４００円（税込み） ※２種類の乗車券セット 

    ・京王線・井の頭線一日乗車券（大人）９００円 

・いのかしら おでかけきっぷ （大人）５００円 

②発売部数 

    １,５００部（Ａセット：７５０部、Ｂセット：７５０部） 

③乗車券の有効期限 

２０２２年８月２０日（土）～２０２３年８月１９日（土）の利用当日限り有効 

④発売場所・日時 

詳しい内容は以下の通りです 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2022/nr20220725_tegami_2.pdf  

  

【参考２】京王線・井の頭線全線乗車券「京王線・井の頭線一日乗車券」について 

（１）名  称     京王線・井の頭線一日乗車券 

（２）発売金額     大人９００円、小人４５０円 

（３）利用可能な区間  京王線・井の頭線全線 

（４）発売場所     京王線・井の頭線の各駅自動券売機にて発売 

（５）有効期間    発売当日限り有効 

 

 

【参考３】井の頭線全線・京王線新宿～明大前乗車券「いのかしら おでかけきっぷ」について 

（１）名  称  いのかしら おでかけきっぷ 

（２）発売金額  大人５００円、小人２５０円 

（３）利用可能な区間  井の頭全線および京王線新宿～明大前間 

（４）発売場所     井の頭線全線および京王線新宿～明大前間の各駅自動券売機に

て発売 

（５）有効期間     発売当日限り有効 

 

 

【参考４】株式会社リビタが運営するホテル「ＴＨＥ ＳＨＡＲＥ ＨＯＴＥＬＳ」について 

（１）所 在 地 北海道函館市「ＨａｋｏＢＡ」 

         石川県金沢市「ＨＡＴＣＨｉ」 

         石川県金沢市「ＫＵＭＵ」 

         東京都江東区「ＬＹＵＲＯ」 

         東京都墨田区「ＫＡＩＫＡ」 

         京都府京都市「ＲＡＫＵＲＯ」 

         京都府京都市「ＴＳＵＧＵ」 

         奈良県奈良市「ＭＩＲＯＫＵ」 

         広島県広島市「ＫＩＲＯ」 

（２）概  要  

「ＳＨＡＲＩＮＧ ＷＩＴＨ ＬＯＣＡＬＳ」をコンセプトに、地域との共生を目指すホテル 

ブランドです。地域との多様なシェアリングによって、その魅力を集め、伝え、そして再び地

域に還元しながら、新しい文化づくりに貢献しつづけます。 

（３）ホームページ ＜ＵＲＬ＞ https://www.thesharehotels.com/  

 

 

 

 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2022/nr20220725_tegami_2.pdf
https://www.thesharehotels.com/


【参考５】イラストレーターユニット「ネクタイ」について 

北海道を拠点に紙もの雑貨や絵本などを手がける、のりお氏とあさみ氏によるイラストレーター 

ユニット。自分たちが面白いと思うことを様々な方法で形にするというふたりの活動は、グッズ 

制作のみならずワークショップやアトリエショップでの企画など多岐にわたります。 

 

【参考６】Sonoligoについて 

 「Sonoligo」は「音楽・スポーツ・映画・美術・伝統芸能」などのリアルイベントを月額定額制    

で楽しめる「イベントのサブスク」です。プランの解約・再契約がいつでも可能でライフプランに

合ったご利用が可能です。 

当社直営の施設である、「京王れーるランド」や「京王百草園」などの施設も参画しています。 

詳しい内容はこちら：https://www.sonoligo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sonoligo.com/


【別紙】Meetsいのかしら＋ちょうふ～お散歩デジタルスタンプラリー～ 店舗リスト 

   

※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。 

店名 テーマ 最寄駅

1 啓文堂書店　渋谷店 雑貨 渋谷

2 Meat＆Oyster 渋谷 Kairi グルメ 渋谷

3 ビストロ BINGO グルメ 神泉

4 渋谷ふくろうカフェ OWL CAFÉ HOOT HOOT カフェ 神泉

5 Ditty Tools. 雑貨 駒場東大前

6 くらうま　しもきた 雑貨 下北沢

7 pêche 雑貨 下北沢

8 LOOK UP COFFEE カフェ 下北沢

9 喫茶ネグラ カフェ 下北沢

10 三叉灯 雑貨 下北沢

11 都夏 下北沢本店 グルメ 下北沢

12 マジックスパイス東京 下北沢店 グルメ 下北沢

13 La Pina カフェ 下北沢

14 RR-coffee tea beer books- カフェ 新代田

15 真心酒菜 一帆 グルメ 東松原

16 千寿 カフェ 東松原

17 ダイニングバー KUU グルメ 明大前

18 マーメイド コーヒー ロースターズ 明大前店 カフェ 明大前

19 和ダイニング necojiro グルメ 明大前

20 啓文堂書店　永福町店 雑貨 永福町

21 フラワーショップ京王 永福町店 雑貨 永福町

22 ベーカリー＆カフェ ルパ 永福町店 カフェ 永福町

23 菓子工房　シーキューエル グルメ 西永福

24 Necklace-necklace 雑貨 浜田山

25 HAPPY GO LUCKY カフェ 浜田山

26 Kocca bocca グルメ 浜田山

27 ベーカリー＆カフェ ルパ 高井戸店 カフェ 高井戸

28 HONG KONG DINING 彩 グルメ 富士見ヶ丘

29 啓文堂書店　久我山店 雑貨 久我山

30 ハナイグチ グルメ 久我山

31 Supermama mit tobuhi 雑貨 久我山

32 やきとんあかね グルメ 久我山

33 甘堂ふわ作 カフェ 三鷹台

34 Made in ピエール・エルメ カフェ 吉祥寺

35 subLime 吉祥寺 井の頭公園店 グルメ 吉祥寺

36 HATTIFNATTの雑貨屋さん 雑貨 吉祥寺

37 井の頭自然文化園　こもれび グルメ 吉祥寺

38 啓文堂書店　仙川店 雑貨 仙川

39 啓文堂書店　つつじヶ丘店 雑貨 つつじヶ丘

40 手紙舎　つつじヶ丘本店 カフェ つつじヶ丘

41 本とコーヒー tegamisha カフェ 柴崎

42 手紙舎 2nd STORY カフェ 柴崎

43 フラワーショップ京王　調布店 雑貨 調布

44 猿田彦珈琲 調布焙煎ホール トリエ京王調布店 カフェ 調布

45 TEGAMISHA BREWERY グルメ 西調布
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