
  

                             

 

                          ２０２３年２月２７日 

京王電鉄株式会社 

第一生命保険株式会社 

 

 

   

 

 

 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下：京王電鉄）、第一生

命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：稲垣 精二、以下：第一生命）は、仙川

地図研究所の協力のもと、「ＳＥＴＡＧＡＹＡ Ｑｓ-ＧＡＲＤＥＮ（旧：第一生命グラウンド）」のま

ちびらきを記念して、３月１８日（土）から４月１６日（日）まで、京王線仙川駅周辺の各施設を巡

り、デジタルスタンプを集める、「せんがわお散歩デジタルスタンプラリー」（以下：本企画）を実施

します。 

 

本企画は、仙川駅周辺のカフェ・本屋・美容室・レストラン・花屋など店舗・名所５０カ所を訪れ、

設置された二次元コードをよみとり、京王高尾山温泉ペアチケットや、「サラっと一句！わたしの  

川柳グッズ」などが抽選で当たるものです。抽選はスタンプ１５個を集めると１回、全５０カ所のス

タンプを集めると更にもう１回参加できます（最大２回まで）。 

 

本企画を通じて京王電鉄と第一生命は、仙川地域の各事業者様と連携を図りながら、地域の魅力を

発信するとともに、回遊性の向上や移動人口の増加、参加者の健康増進を目指してまいります。 

 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～仙川駅周辺のスタンプスポットを巡って景品をゲット！～ 
「せんがわお散歩デジタルスタンプラリー」を実施します！ 

 実施期間：３月１８日（土）～４月１６日（日） 

≪デジタルスタンプラリーイメージ≫ 

 

≪ポスターイメージ≫ 

京王電鉄×第一生命コラボ企画 



 

１．「せんがわお散歩デジタルスタンプラリー」について 

（１）実施期間 

２０２３年３月１８日（土）～４月１６日（日） 

 

（２）内  容 

本企画は、仙川エリアの回遊性向上及び参加者の健康増進、地域の魅力度認知や移動人口の 

増加を目的に実施します。仙川駅周辺の５０カ所の施設に設置された二次元コードをよみとり、

スタンプを１５個集めると１回抽選に参加できます。また、全５０カ所のスタンプを集めると 

さらに１回抽選に参加できます（最大２回）。抽選では、京王高尾山温泉ペアチケットや    

「サラっと一句！わたしの川柳グッズ」などが当たります。 

また、一部店舗ではスタンプラリー参加者特典を用意しています（詳しくはアプリ内の Spot 

紹介ページにてご確認下さい）。 

 

（３）参加方法 

本スタンプラリーは、スマートフォンでのみ参加可能です。 

① 「京王アプリ」と「SpotTour」をインストール（無料） 

 SpotTour : https://spottour.jp/  

  京王アプリ：https://www.keio.co.jp/keioapp/ 

② 「京王アプリ」のスタンプラリー機能を選択 

もっと見る→スタンプラリー→せんがわお散歩デジタルスタンプラリーを選択 

  ③SpotTourが起動し、スタンプラリー参加 

※ツアーに参加するためには、SpotTourアプリの位置情報を許可する必要があります。 

    

 （４）スタンプスポット 

京王線仙川駅周辺５０カ所（詳細は別紙参照） 

  

（５）抽選・景品の引換について 

引換場所： 光風亭１Ｆ Ｑｓ ＡＮＯＴＨＥＲ ＨＯＵＳＥ 

（Ｑｓ-ＧＡＲＤＥＮ内コミュニティカフェ） 

引換期間：２０２３年３月２５日（土）～４月１６日（日） 

引換時間：１０：００～１７：００（定休日：月・火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※抽選の際に獲得スタンプ数を確認しますので、デジタルスタンプラリーで使用したスマートフォンを    

Ｑｓ ＡＮＯＴＨＥＲ ＨＯＵＳＥへお持ちください。抽選結果はその場でお伝えいたします。 

 

https://spottour.jp/
https://www.keio.co.jp/keioapp/


（６）景  品 

スタンプを１５個集めると１回、全５０カ所のスタンプを集めるとさらにもう１回抽選に参

加できます（最大２回）。はずれなしで、下記の景品が抽選で当たります。 

※景品がなくなり次第終了する可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．お客さまの問い合わせ先 

（１）本スタンプラリーについて 

京王お客さまセンター     ＴＥＬ．０４２－３５７－６１６１（９：００～１８：００） 

（２）ＳＥＴＡＧＡＹＡ Ｑｓ-ＧＡＲＤＥＮについて 

   第一生命保険 不動産部 石浦     ＴＥＬ．０５０－３７８０－７７５１ 

以 上 

 

【参考１】ＳＥＴＡＧＡＹＡ Ｑｓ-ＧＡＲＤＥＮについて 

第一生命保険株式会社の福利厚生施設である第一生命グラウンドの有効活用プロジェクト。ファミ

リー向け分譲マンション・クリニックモール（事業者：丸紅都市開発株式会社・相互住宅株式会社）、

学生向け住宅（事業者：ＮＴＴ都市開発株式会社）、サービス付き高齢者向け住宅（事業者：野村不動

産株式会社）等を配置し、多世代の住民が安心して、豊かに交流しながら、健康的に暮らし続けられ

るまちを目指しています。 

 

 

 

 

賞 商品名 人数 

Ａ賞 京王高尾山温泉 ペアチケット ５名 

Ｂ賞 京王のギフトカード１，０００円分 １０名 

Ｃ賞 京王れーるランドグッズ 

（9000系ぬいぐるみパスケース） 

２０名 

Ｄ賞 サラっと一句！わたしの川柳グッズほか ５００名 

 

≪景品イメージ≫ 

C賞：9000系ぬいぐるみパスケース 

A賞：京王高尾山温泉 ペアチケット 

D賞：サラっと一句！わたしの川柳グッズ 

B賞：京王のギフトカード1,000円 

見
本 



【参考２】まちびらきイベントについて 

（１）概要 

名称：「Ｈｅｌｌｏ！ ｉｎ ｔｈｅ Ｑｓ ＧＡＲＤＥＮ 」 

日程：２０２３年３月２５日（土） １０：００～１６：００ 

主催：第一生命保険株式会社、丸紅都市開発株式会社・相互住宅株式会社、ＮＴＴ都市開発株式会社、 

野村不動産株式会社 

後援：世田谷区 

対象：地域住民（誰でも参加可） 

（２）内容 

オープニングセレモニー、内覧会、開会式、メインイベント（音楽コンサート、アート制作体験、 

スポーツ体験教室）、企業コンテンツ（出展ブース）、キッチンカー等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考３】仙川地図研究所について 

仙川地図研究所は、調布市仙川地域を中心に、地域の歴史や文化を研究・調査し、その成果を地

図や資料としてまとめ、地域の人々に提供することを目的とした市民活動グループです。２０１４

年から発行し続けている代表作『見る知る歩く せんがわ地図』は、これまで１万３６００部を発行

しており、テレビ・新聞・雑誌などでも多数紹介されています。こちらは仙川地図研究所のオンラ

インショップや啓文堂書店仙川店、地元の書店等で購入できます。 

なお、本企画ではスタンプラリーの参加店舗のご紹介と、ポスターやチラシのデザイン作成の役

割を担っております。 

・仙川地図研究所（オンラインショップ）：https://sengawamap.com/onlineshop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪イベントチラシイメージ≫ 

≪「見る知る歩くせんがわ地図」イメージ≫ 

https://sengawamap.com/onlineshop


【別紙】スタンプスポット（２０２３年２月２７日現在） 

 店名 ジャンル 

① 中国菜館福寿 中華料理屋 

② 光輪堂 和菓子屋 

③ La Rainette 帽子屋 

④ 仙川書斎 コワーキングスペース 

⑤ siphony coffee カフェ 

⑥ 文紀堂書店 古書店 

⑦ パティスリーレネット 洋菓子店 

⑧ ミシンカフェ&ラウンジnico ミシンカフェ 

⑨ フラワーショップかのか 花屋 

⑩ haru  スムージーとお惣菜 

⑪ 石本書店 古書店 

⑫ カフェカホン 自家焙煎珈琲店 

⑬ ドーナツ工房 レポロ ドーナツ屋 

⑭ モココクレープ クレープ屋 

⑮ カフェペルシェ カフェ 

⑯ 幡乃屋 お蕎麦屋さん 

⑰ 神代書店 古書店 

⑱ ジャリーヴ 洋菓子店 

⑲ ギャラリー＆カフェ ニワコヤ ギャラリーカフェ 

⑳ 籠屋仙川店 酒屋 

㉑ 京王ストア 仙川店 スーパー 

㉒ バーバーグラムカフェ カフェ 

㉓ オンダフォトスタジオ フォトスタジオ 

㉔ ポカ エンボカ イタリアン 

㉕ カフェ B13 カフェ 

㉖ スマイル 雑貨屋 

㉗ natural meal&cafe キナリヤ カフェ 

㉘ センイチブックス シェア型本屋 

㉙ モンテミニョン 洋菓子店 

㉚ 広味坊 飯点飯店 仙川 中華料理屋 

㉛ 中華料理 信悦（しんゆえ） 中華料理屋 

㉜ ごはんCafe 空彩（そらいろ） ごはん屋さん 

㉝ Friend Blend カフェ 

㉞ 調布市せんがわ劇場 劇場 

㉟ 仙川釣よし 居酒屋 

㊱ 東京 森のテラス オープンガーデン 

㊲ カリーバー・ミルチ（Curry Bar Mirch） カレー 

㊳ 四川料理楽山 中華料理屋 

㊴ Ka La カフェ 

㊵ メガネ・時計・宝石のナカエ 時計と眼鏡の専門店 

㊶ RELENT 美容院 

㊷ TRATTORIA ORSO イタリアン 

㊸ ゲームリサイクルDAICHU リサイクルショップ 

㊹ 和の食彩 簓(ささら) 和食屋 

㊺ FOLK hair Sengawa 美容院 

㊻ 横山米店 米屋兼駄菓子屋 



㊼ コーヒースタンドシープハット カフェ 

㊽ POSTO コミュニティカフェ 

㊾ ツォモリリ文庫 ギャラリーカフェ 

㊿ 猿田彦珈琲 アトリエ仙川店 カフェ 

 

 


