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「春休み！たまたまスタンプラリー2013」を実施します！ 

 

 
 

1 実施期間 

2013年 3月 20日（水・祝）～3月 24日（日） 5日間 

【スタンプ設置時間】  9時 00分～17時 30分 

【プレゼント交換時間】 10時 00分～18時 00分 
 

2 実施箇所 

JR東日本八王子支社管内の 25駅（詳細は以下「エリアマップ」参照） 

 
 

3 協力 

2012Teamたまごっち TV 

株式会社バンダイ 
 

JR 東日本八王子支社では、株式会社バンダイの協力のもと、昨年に引き続き「春休み！たまたま

スタンプラリー2013」を実施いたします。八王子支社管内の対象となる 25 駅に設置されたテレビ東京

系アニメ「たまごっち！」のスタンプ（全 25 種類）を 4 種類あつめると「JR 東日本オリジナル キラたま

ノート」や、抽選で「Tamagotchi P's Melody Land Set」などの賞品が当たります。 

 春休みはご家族やお友達と電車に乗って、JR 東日本のご提供する「たまたまスタンプラリー」の世

界で是非お楽しみください。 

× 



4 主なキャンペーンの流れ 

＜あつめてもらえる！＞ 

（1） 各駅に設置された「たまごっち！スタンプ」を 4 つ以上台紙に押印してください（異なる種類のス

タンプが必要です）。 

（2） 対象店舗（【別紙】参照）において Suicaで 500円（税込）以上お買い物をして、レシートを受け取

ってください。 

（3） ゴール（セレオ八王子 北館 10 階特設スペース、国分寺駅コンコース）のスタッフに台紙とレシ

ートを見せると、JR東日本オリジナル「キラたまノート」をプレゼント（先着 15,000名様）。 

＜応募で当たる！＞ 

JR 東日本オリジナル「キラたまノート」に同封された応募券に必要事項を記入し、ゴールの応募箱

に投函すると、抽選で「たまごっち！」関連グッズが当たります。 

【賞品】 
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5 イベントの開催について 

スタンプラリー期間中にセレオ八王子 北館 10 階特設スペース及び南館 2 階 ビックカメラ入口前

において、「たまごっち！」キャラクターと写真撮影ができる「たまたま撮影会！」を開催します。 
 

【開催日時】 

2013年 3月 20日（水・祝）～24日（日） 

＜キャラクター登場時間（5日間全日同様）＞ 

10:30～/12:00～/14:30～/16:00～ 

場所： セレオ八王子 北館 10階特設スペース、南館 2階ビックカメラ入口前 

＜注意点＞ 

（1） 参加料は無料です。 

（2） カメラはお客さまご自身でご用意ください。 

（3） 毎回 30分程度の開催となります。混雑時はご参加いただけない場合もございますので、ご了承

ください。 
 

Tamagotchi P's 

Melody Land Set 

10名様 

スマートピアノパッド 

20名様 

たまけしシリーズ（どれかひとつ） 

70名様 

※ キャラクターは選べません。 



6 その他 

（1） 全てのスタンプは改札外に設置しております。スタンプを押すには改札外に出る必要があるた

め、入場された駅からの運賃がかかります。 

（2） スタンプ台紙はパンフレットの中面にありますが、別の紙にスタンプを押しても有効です。パンフ

レットはスタンプ設置駅を中心に設置しております。 

（3） 本スタンプラリーに有効なレシートは、対象店舗において Suicaにより決済された 500円（税込）

以上のレシートです。対象店舗以外の店舗のものや、現金等で決済されたものは対象外となり

ます。 

（4） 本企画を通じてお客さまからご提供いただいた個人情報は、プレゼントの抽選・発送及び個人

を特定しない方法での調査のためのみに使用し、他の目的で使用することはありません。また、

第三者に開示・提示することは一切ありません。 

（5） JR 東日本オリジナル「キラたまノート」は条件を満たしたお客さま先着 15,000 名様にプレゼント

いたします。賞品が無くなり次第、終了とさせていただきます。 

（6） 大規模な電車の輸送障害、災害等により、スタンプラリー及び関連するイベントを、予告なく中

止する場合がございます。 

（7） 本スタンプラリーに有効となる Suica500 円（税込）以上のレシートを受け取ることが出来る店舗

は別紙をご参照ください。それ以外の店舗は対象外となりますのでご注意ください。 



【別紙】「春休み！たまたまスタンプラリー2013」対象店舗

駅名 店舗名 駅名 店舗名
◎セレオ八王子北館 NEWDAYS西国分寺 改札内脇
(ココファン・ナーサリー八王子、学研キャンパス 除く) NEWDAYS西国分寺 中央線上りホーム
◎セレオ八王子南館 ★NEWDAYS立川 改札外
(ほけん百花、英会話のミネルヴァ、セレオ八王子歯科クリニック 除く) NEWDAYS ミニ立川 中央線上りホーム
★NEWDAYS八王子 改札外 NEWDAYS ミニ立川 中央線下りホーム
KIOSK八王子 改札内 NEWDAYS ミニ立川 青梅線ホーム
いろり庵きらく八王子店 改札内 NEWDAYS ミニ立川 南武線ホーム
EKIBENYA八王子店 改札内 KIOSK立川 東改札外脇
清流そば八王子店 中央線上りホーム NEWDAYS日野 改札内
あじさい茶屋八王子店 中央線下りホーム KIOSK日野 改札外
あじさい茶屋八王子店 横浜線ホーム 豊田 KIOSK豊田 改札外
ハニーズバー八王子店 中央線上りホーム 西八王子 KIOSK西八王子 改札内
ハニーズバー八王子中央店 改札外脇 KIOSK高尾 改札外
デニッシュバー八王子中央店 改札外脇 KIOSK高尾 下りホーム
ベックスコーヒーショッププラス八王子店 改札外 東所沢 NEWDAYS東所沢 改札外
国分寺エル（国分寺マルイ　除く） 新秋津 NEWDAYSビーンズアネックス新秋津 改札外
★NEWDAYS国分寺 改札外 NEWDAYS府中本町 改札内
NEWDAYS国分寺 上りホーム KIOSK府中本町 改札外
KIOSK国分寺 改札内 NEWDAYS昭島 改札外
そば処むさしの国分寺店 上りホーム KIOSK昭島 改札内
ハニーズバー国分寺店 改札内 拝島 ★NEWDAYS拝島 改札内
★NEWDAYSアトレ吉祥寺 中央改札外 武蔵五日市 NEWDAYS武蔵五日市 改札外
KIOSK吉祥寺 快速ホーム 河辺 KIOSK河辺 改札外
★NEWDAYS三鷹 改札外 青梅 KIOSK青梅 改札外
Dila三鷹キオスク 改札外脇 ◎・・・「たまたま撮影会」開催箇所
★NEWDAYS武蔵境 改札外脇
NEWDAYS ミニ武蔵境 南口改札外 ★…たまごっちグッズを多数取扱いいたします。

東小金井 KIOSK東小金井 改札外
武蔵小金井 NEWDAYS武蔵小金井 改札内

武蔵境

昭島
国分寺

吉祥寺

※NEWDAYS・KIOSKでは、たまごっちのシールブックを販売いたします。

西国分寺

八王子

立川

日野

高尾

三鷹

府中本町
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