
 

 

News Release 
 
      

「西武線アプリ」で参加しよう！ 

 

   

 

ファーストステージ：2020年 11月 6日（金）～2020年 12月１０日（木） 

セカンドステージ：2020年１２月１１日（金）～2021年１月 1１日（月・祝） 

スタンプを５種類以上集めてスタンプラリーオリジナルグッズをもらおう！ 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、2020年11月6日（金）から202１年１月

１１日（月・祝）まで、「映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」を開催しま

す。 

これは、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」が 2020年 11月 20日（金）より公開されることを記念して

開催するもので、今夏開催した「『映画ドラえもん のび太の新恐竜』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」同様、

スマートフォンを活用したデジタル形式で開催するものです。 

西武線各駅（一部の駅を除く）の自動券売機で「西武線アプリスタンプラリー１日フリーきっぷ（クリア賞引換券

付）」をお求めのうえ、西武線アプリ内のイベントページにある本企画ページのスタンプシートに、西武線の９駅で

取得できるスタンプを 5 種類以上集めてください。指定の駅で「スタンプラリー達成画面」をご提示いただくと、

クリア賞としてスタンプラリーオリジナルグッズ（ファーストステージはオリジナルノート、セカンドステージはオリ

ジナルクリアファイル（ステッカー付き））をプレゼントします！（「クリア賞引換券」1枚につきクリア賞 1点） 

また、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」が、「ペア」をキーワードの 1つとしている映画であることから、セ

カンドステージクリア賞のクリアファイルの中に、ファーストステージクリア賞のノートを入れていただくと、ひとつ

のデザインとして完成する仕組みになっています！ぜひ両ステージご参加いただき、クリア賞を「ペア」でご使用

ください♪ 

さらに、スタンプ 5 種類以上を集めて“Ｗチャンス”にご応募いただくと、「ドラえもんフィギュア」を抽選で 20

名さまにプレゼントします！  

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 10月 29日 

ファーストステージクリア賞 
 

オリジナルノート 

(おもて) (うら) 

セカンドステージクリア賞 
 

オリジナルクリアファイル 
（ステッカー付き） 

(おもて) (うら) 

ステッカー 
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※画像はイメージ 

組み合わせ例 



別紙 

「映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」概要 

 

1．実施期間  ファーストステージ ： 2020年１１月６日（金）～2020年 12月 10日（木） 

セカンドステージ ： 2020年 12月 11日（金）～2021年 1月 11日（月・祝） 

 

2．実施時間  9：30～17：00 （「西武線アプリスタンプラリー1日フリーきっぷ」の発売時間は初電車～16:00） 

 

3．実施内容  ステップ１ アプリストアで「西武線アプリ」（注1）を検索 

①ダウンロード・インストール → ②初期設定・会員登録（マイページ_会員登録・ロ

グイン_新規会員登録） → ③「イベント」内画面より「映画『STAND BY ME ドラ

えもん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」バナーをタップ → ④「イベン

トに参加する」をタップ 

             

   

   

  

  

 

 

 

   

 

 

※すでにダウンロードおよび会員登録されている場合は①、②の作業は不要です。 

※ファーストステージ・セカンドステージでは、それぞれイベントページが異なります。 

両ステージ参加される場合は、イベントへの参加が2回必要となります。 

※イベント開始時は【ファーストステージ】のイベントページのみ表示されています。 

【セカンドステージ】開始前にセカンドステージ用のイベントページが表示されます。 

※ファーストステージ開催期間中に、セカンドステージのスタンプを取得することはできません。 

 

ステップ２ 「西武線アプリスタンプラリー1日フリーきっぷ（クリア賞引換券付）」を西武線各駅（一

部の駅を除く）の自動券売機で購入する。 

 

ステップ３ スタンプ取得駅（9駅）で「西武線アプリ」を起動して、「映画『STAND BY ME ドラえ

もん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」のイベントページを開き、①②どち

らかの方法でスタンプを取得する。 

① ビーコン（注2）取得エリアでスタンプを受信 

② 駅構内に掲示する専用ポスターからＱＲコードを読み込む 

※ビーコンの取得エリアは、ＱＲコード付き専用ポスターの付近です。 

         ※ＱＲコードでスタンプを取得する場合は、「西武線アプリ」の内の「映画『STAND 

BY ME ドラえもん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」のイベントページ

のカメラで読み込んでください。アプリ内のカメラ以外では正常に動作いたしま

せん。 

西武線アプリ ホーム画面 「イベント」ページ画面 ※画像はイメージ 

イベント 



 

ステップ４ アプリ内のスタンプシートにスタンプが表示される。 

 

ステップ５ スタンプを5種類以上集めて、クリア賞プレゼント駅（7駅）で当スタンプラリー限定の

クリア賞（ファーストステージはオリジナルノート、セカンドステージはオリジナルクリ

アファイル（ステッカー付き））をもらう。 

 

※クリア賞の引き換え時に、スマートフォン画面に表示された「スタンプラリー達成画

面」をご提示いただき、「クリア賞引換券」をお渡しください。ファーストステージは

「オリジナルノート引換券」、セカンドステージは「オリジナルクリアファイル（ステッ

カー付き）引換券」1枚につき、クリア賞1個をお渡しします。 

※ご提示いただく画面は「獲得スタンプ一覧画面」ではなく、「スタンプラリー達成画

面」となります。 

※お手持ちのスマートフォンが1台（「西武線アプリ」の会員がお一人）でも、クリア賞

は「クリア賞引換券」の枚数分お渡しします。 

※ファーストステージのクリア賞（オリジナルノート）のお渡し期間は、ファーストステ

ージの実施期間となりますので、ファーストステージ実施期間中に引き換えをお

願いいたします。 

※ファーストステージとセカンドステージでは、クリア賞が異なります。 

セカンドステージ開催期間中に、ファーストステージの「スタンプラリー達成画面」

をご提示されたり、ファーストステージの「クリア賞引換券」をお持ちになっても、

交換できるクリア賞はセカンドステージのクリア賞となります。 

※「スタンプラリー達成画面」をご提示いただいても「クリア賞引換券」がない場合は、

いかなる場合でもクリア賞はお渡しできません。 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

（注 1）西武線アプリとは？ 

西武鉄道の公式スマートフォンアプリ（ダウンロードは無料。ただし通信費はお客さまご負担） 

機能については特設Webページ【https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/】を

ご参照ください。 

（注2）ビーコンとは？ 

   位置情報発信機。受信にはスマートフォンのBluetoothをONにする必要があります。 

 

スタンプラリー達成画面 ※画像はイメージ 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/


Wチャンス スタンプを5種類以上集めるとWチャンスに応募できます。「スタンプラリー達成画面」  

とともに「Wチャンス」の応募ボタンがアプリ画面上に表示されますので、必要事項を

入力し、送信してください。 

       抽選で合計20名さま（ファーストステージ、セカンドステージそれぞれ10名さま）に

「ドラえもんフィギュア」をプレゼントします。 

※応募締切：[ファーストステージ］2020年12月18日（金）23:59まで 

        [セカンドステージ］2021年1月18日（月）23:59まで 

※西武線アプリの会員 1アカウントにつき、ステージ毎に 1回のみの応募となります。 

ファーストステージ・セカンドステージ両方ご参加の場合は、それぞれに応募する

ことができます。 

※当選の結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※賞品はファーストステージ・セカンドステージともに同じものです。 

※Ｗチャンスの賞品は予告なく変更する場合がございます。 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4．スタンプ取得駅・取得場所（スタンプ取得時間： 9：30～17：00） 

池 袋 駅：1階西武南口改札付近（改札外） 

豊 島 園 駅：改札口付近（改札内） 

石神井公園駅：コンコース（改札内） 

所 沢 駅：南改札口付近（改札内）  

入 間 市 駅：お客さまご案内カウンター付近（改札外） 

西武新宿駅：正面口コンコース（改札外） 

上石神井駅：コンコース（改札内） 

田 無 駅：コンコース（改札内） 

新 所 沢 駅：コンコース（改札外） 

※スタンプ取得場所は予告なく変更する場合がございます。 

※9：30～17：00以外の時間は、スタンプの取得はできません。 

 

 

 

「ドラえもんフィギュア」 

フィギュアーツ ZERO ドラえもん 

（STAND BY ME ドラえもん 2） 

1点 
＜発売元：株式会社 BANDAI SPIRITS＞ 

＜対象年齢：15才以上＞ 

※デザインは写真と異なる場合があります。 

Wチャンス応募画面 

※画像はイメージ 



5．スタンプの紹介（キャラクター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スタンプデザインはステージ毎に 9種類で、すべて異なるデザインです。 

※スタンプデザインは、ファーストステージ、セカンドステージで異なります。 

       

6．クリア賞プレゼント駅（クリア賞プレゼント時間： 9：30～17：00） 

池 袋 駅：1 階 西武南口改札窓口 

石神井公園駅：お客さまご案内カウンター 

所 沢 駅：お客さまご案内カウンター  
※スタンプ取得エリアは南改札ですが、クリア賞のプレゼントは中央改札です。 

入 間 市 駅：お客さまご案内カウンター 

西武新宿駅：お客さまご案内カウンター 

田 無 駅：お客さまご案内カウンター 

新 所 沢 駅：お客さまご案内カウンター 

 

7．「西武線アプリスタンプラリー1日フリーきっぷ」概要 

（1）発売期間 2020年 11月 6日（金）～2021年 1月 11日（月・祝） 

（2）発売時間 初電車～16：00 

           ※スタンプ取得時間、クリア賞プレゼント時間とは異なります。 

（3）発売場所 西武線各駅の自動券売機 

（武蔵横手～西武秩父駅間、小竹向原駅、多摩川線各駅は除く） 

※駅窓口では発売いたしません。 

（4）発売金額 大人 1,000円／小児 500円 

※「西武線アプリスタンプラリー1日フリーきっぷ」1枚と、 

「クリア賞引換券」1枚の計 2枚が発券されます。 

※「クリア賞引換券」は、ファーストステージは「オリジナルノート引換券」、 

セカンドステージは「オリジナルクリアファイル（ステッカー付き）引換券」です。 

（5）有効期間 発売当日限り ※前売りはありません。 

（6）有効区間 西武線 1日乗り降り自由 

（武蔵横手～西武秩父駅間および多摩川線各駅は除く） 

(7)そ の 他  ・有効区間外に乗り越した場合は、別途精算が必要です。 

                          ・払いもどしをする際は、所定の手数料（1 セットにつき 220 円）を差し引いた額

を払いもどしします。なお、払いもどしは全券片が未使用かつ有効期間内のもの

に限り、発売駅の窓口にて取り扱います。 

・特急列車および有料座席指定列車にご乗車の際は、別途料金が必要です。 

（セカンドステージ） 

池 袋 駅：ドラえもん① 

豊 島 園 駅：ドラえもん② 

石神井公園駅：スネ夫 

所 沢 駅：ドラえもん＆どこでもドア 

入 間 市 駅：ジャイアン 

西武新宿駅：ドラえもん③ 

上石神井駅：のび太 

田 無 駅：ドラえもん＆のび太＆タイムマシン 

新 所 沢 駅：しずか 

 

（ファーストステージ） 

池 袋 駅：ドラえもん① 

豊 島 園 駅：スネ夫 

石神井公園駅：ジャイアン 

所 沢 駅：のび太＆しずか 

入 間 市 駅：ドラえもん＆タイムマシン 

西武新宿駅：のび太 

上石神井駅：しずか 

田 無 駅：ドラえもん② 

新 所 沢 駅：ドラえもん③ 

 



8．ラッピング電車 

映画「STAND BY ME ドラえもん 2」のデザインを装飾したラッピング電車を運行しています。 

運行概要は以下のとおりです。 

（１）運行期間：2021年 1 月下旬まで （予定） 

         ※車両運用の都合により運行しない日もございます。 

（２）編   成：40151編成（1編成） 

（３）運行区間：池袋線、狭山線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線・副都心線、 

東急東横線、横浜高速みなとみらい線（予定） 

 

（４）デザインイメージ 

 

 

 

 

 

(5)映画「STAND BY ME ドラえもん 2」ラッピング電車走行位置情報提供について 

公式スマートフォンアプリ「西武線アプリ」の列車走行位置画面にて簡単に映画「STAND BY ME ドラ

えもん 2」ラッピング電車の走行位置を確認することができます。 

※列車位置情報を確認できるのは、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」ラッピング電車が当社線を 

走行中の場合に限ります。 

※西武線アプリの詳細はこちら https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/ 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージ 西武線アプリ ホーム画面 「列車走行位置」ページ画面 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/


9．その他 

・クリア賞は各ステージ 4,000個限定です。実施期間中でもクリア賞が品切れの際は、実施期間中であっても

イベントを終了する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

・本イベントはさまざまな状況を考慮し、予告なく中止・変更させていただく場合があります。あらかじめご了承

ください。 

・イベント参加に係る通信費などは、すべてお客さまのご負担です。 

・通信状況によりアプリのダウンロードやスタンプ取得などに時間がかかる場合があります。 

・当スタンプラリー参加には、西武線アプリの会員登録（無料）が必要です。西武線アプリを会員登録いただかな

いと、スタンプラリーへの参加はできません。 

・スマートフォンの操作は、お客さまご自身でお願いいたします。 

・【ファーストステージ】のイベントページの公開は、10月29日（木）16時の予定です。 

・ご利用いただけるOSは「iOS（iOS10.0以上）」、「Android（Android OS 4.4以上）」です。 

※スマートフォンの機種によって上記OSでも正常に動作しない場合があります。 

・iOS は、Apple Inc.のOS 名称です。IOS は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国および

その他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

・Androidは、Google LLC の商標または登録商標です。 

・QR コードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉 

・新型コロナウイルス感染防止に向けて、西武鉄道では各種取り組みを実施・推進しています。 

https://www.seiburailway.jp/news/information/20200826_information.pdf 

 （2020年 8月 26日現在） 

イベント参加のお客さまにおかれましても、マスク着用や会話を控えるなど感染予防にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/news/information/20200826_information.pdf


【参考】 

〇11月 20日(金)公開 映画「STAND BY ME ドラえもん 2」について 

 

日本中が《ドラ泣き》した感動作が帰ってくる!!  

これは『STAND BY ME ドラえもん』の、その後の物語。 

 

[ ストーリー ] 

22世紀から来たネコ型ロボット・ドラえもん。 

ドラえもんとのび太が一緒にいるのが日常になった＜現在＞のある日、 

のび太は部屋でくまのぬいぐるみを見つける。 

それは幼稚園の頃に亡くなってしまったおばあちゃんが繕ってくれた、 

大切な思い出の品だった。 

大好きだったおばあちゃんを思い出し、涙が止まらなくなったのび太は、 

タイムマシンでおばあちゃんに会いに行きたいと提案。 

反対するドラえもんだったが、直接会わずに様子を見たらすぐ帰ることを条件に、のび太が 3歳だった 

＜過去＞へと出発する。 

 

会いたい気持ちを抑え、陰からこっそりおばあちゃんのことを見ていたのび太。 

しかしひょんなことから、おばあちゃんに見つかってしまう！ 

小学生になったのび太の姿を見て驚きつつも、あの頃と同じように優しく受け入れてくれるおばあちゃん。 

 

「あんたのお嫁さんをひと目見たくなっちゃった」 

 

そんなおばあちゃんの一言で、のび太とドラえもんは、今度は＜未来＞へと出発する。 

ところが、結婚式当日── 

 

のび太、逃げた。 

 

結婚式場に、新郎である大人になったのび太の姿はない……。 

どうしてのび太はいなくなってしまったのか？  

大好きなおばあちゃんの願いを叶えるため、そして、しずかとの未来を取り戻すため、 

＜過去＞、＜現在＞、そして＜未来＞を舞台に、ドラえもんとのび太の大冒険が始まる── 

 

原作 藤子・Ｆ・不二雄 

監督 八木竜一 

脚本・共同監督 山崎 貴 

音楽 佐藤直紀 

主題歌 菅田将暉「虹」（Sony Music Labels Inc.） 

キャスト 水田わさび 大原めぐみ かかず ゆみ 木村 昴 関 智一  

宮本信子 妻夫木聡 

配給 東宝 

doraemon-3d.com 

ⒸFujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners 



〇ドラえもんと西武鉄道のこれまでのコラボについて 

・2019年 12月 23日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」公開記念 西武線スタンプラリーを開催します！ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20191223doraemon_stamp.pdf 

※スタンプラリーは終了いたしました。 

 

・2020年 1月 8日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」ラッピング電車運行開始！ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20200108_doraemon_train.pdf 

※「映画ドラえもん のび太の新恐竜」ラッピング電車の運行は終了しました。 

 

・2020年 7月 21日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」公開記念 西武線アプリスタンプラリーを開催！ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20200721_doraemon_stamp2.pdf 

※スタンプラリーは終了いたしました。 

 

・2020年９月２９日発行ニュースリリース 

未来に向かって出発進行！～ドラえもん 50周年記念～「DORAEMON－GO！」運行開始！ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20200929_doraemon-go.pdf 

 

◇お客さまのお問合せ先 

西武鉄道お客さまセンター  TEL.(04)2996-2888 

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 

［短縮営業時間： 9 時～17時（全日）］ 

※お客さまおよび従業員への新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止を目的に、当面の間、

平日の営業時間を短縮しております。 

以 上 
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