ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１８年３月２９日

４月１日（日）から５月３１日（木）まで

「２０１８ 春 高尾・陣馬スタンプハイク」を実施します
「高尾山スプリングフェスタ２０１８」も開催！
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：紅村 康）では、春の高尾山を満喫しながら
スタンプを集めてハイキングを楽しむ「２０１８ 春 高尾・陣馬スタンプハイク」を４月１日(日)
から５月３１日（木）まで実施します。
これは、１９７１（昭和４６）年秋から実施しており、春・秋合わせ今回で９４回目の開催とな
る恒例のイベントです。京王線と井の頭線の各駅で配布するスタンプシートを持参の上、高尾山・
陣馬山のハイキングコースを巡り、
スタンプを集めて応募すると、
抽選で素敵な賞品が当たります。
また、前回に引き続き、株式会社ＩＣＩ石井スポーツ（東京都新宿区、社長：荒川 勉）とタイア
ップし、
「ＩＣＩ石井スポーツコース」を設定するとともに、同社からの素敵な商品も抽選で当た
ります。
４月１４日（土）
・１５日（日）には、高尾山口駅前にて「高尾山スプリングフェスタ２０１８」
も開催します。ＩＣＩ石井スポーツによる出張登山学校などを開催し、高尾山や登山の魅力をより
知っていただけるイベントです。
詳細は下記のとおりです。

《春の高尾山を走るケーブルカー》

《スタンプハイクのスタンプシート表紙》

《スタンプ設置場所の１つ 京王高尾山温泉 / 極楽湯》

記
１．「２０１８ 春 高尾・陣馬スタンプハイク」について
（１）開 催 期 間
４月１日（日）～５月３１日（木）
（２）スタンプシート配布場所、配布部数
①配布場所 京王線・井の頭線 各駅
②配布部数 １４万５千部 ※なくなり次第配布終了
※下記ＵＲＬからもダウンロードが可能です。
www.keio.co.jp/campaign/shm/pdf/stampsheet2018.pdf
（３月３０日（金）１７時から閲覧可能）
（３）各コース内容・スタンプ設置場所
スタンプシートを持参の上、ハイキングコース上のスタンプを集めてください。
集めたスタンプの数や種類に応じて３つのコースに応募でき、抽選でプレゼントが当たります。
コース名

内

容

スタンプ
設置場所

ＴＡＫＡＯコース

ＩＣＩ石井スポーツコース

パーフェクトコース

（５カ所）

（８カ所）

（１２カ所）

「ＴＡＫＡＯコース」
＋
下記に記載している
３種類のスタンプを集めて
応募するコースです。

「ＴＡＫＡＯコース」
＋
「ＩＣＩ石井スポーツコース」
＋
下記に記載している
４種類のスタンプを集めて
応募するコースです。

下記に記載している
５種類のスタンプを集めて
応募するコースです。

1.高尾山口駅または
京王線高尾駅
2.ケーブルカー清滝駅
3.ケーブルカー高尾山駅
またはリフト山上駅
4.髙尾山薬王院
5.高尾山山頂（曙亭または
やまびこ茶屋）

6.京王高尾山温泉
7.びわ滝
8.城山

※高尾山口駅と高尾駅、
ケーブルカー高尾山駅と
リフト山上駅、
曙亭とやまびこ茶屋は

9.陣馬高原下
（陣馬そば 山下屋）
10.城山下売店
（富士見茶屋）
11.景信山
12.陣馬山山頂
※城山下売店、
景信山、
陣馬山山頂、
のスタンプは土休日のみの
設置です。

同一の絵柄です。

※ 売店等は天候などにより、営業時間変更・休業となる場合があります。スタンプが押せなかった場合、
スタンプ押印欄にその旨を記載し、応募してください。

（４）応募方法（全コース共通）
以下のいずれかの方法で応募することが可能です。
応募方法

締 切

スタンプシート内の応募ハガキに必要事項を記入し、
（ポスト投函）
郵送にてご応募ください。
スタンプシート内の応募ハガキに必要事項を記入し、
ハガキ
２ （現地専用箱投函） 高尾駅・高尾山口駅のスタンプ台横の投函箱に投函
してください。
スタンプハイク応募専用ホームページにアクセスし、
必要事項を入力してご応募ください。
３ ホームページ
URL：www.keio.co.jp/campaign/shm/
（パソコン・スマートフォンから応募可能）

１

ハガキ

６月４日（月）
当日消印有効
６月４日（月）
終電まで
５月３１日（木）
２３：５９まで

（５）各コースの賞品
①ＴＡＫＡＯコース

※４種類の中から１つを選んで応募
賞
品

高尾５９９ミュージアム
親子で楽しむ高尾山植物観察会 ペア招待券
※７月２１日（土）開催予定小学生・保護者の計２名での参加
高尾登山電鉄ケーブルカー・リフト往復乗車券
い
＋さる園・野草園入園券

あ

う 京王高尾山温泉 / 極楽湯 ペア招待券
え 京王電鉄オリジナルグッズ
②ＩＣＩ石井スポーツコース

※４種類の中から１つを選んで応募
賞
品

石井スポーツ×クラシックバンブーカトラリーセット
※竹製のカトラリーセット（箸・フォーク・スプーン・ナイフ）
石井スポーツ×マイクロファイバータオルウルトラライト
３
※Ｍサイズ（９０ｃｍ×５０ｃｍ）
石井スポーツ×スリング reＰＥＴe
４
※ショルダー型エコバック

２

Ａ

※３種類の中から１つを選んで応募
賞
品

京王フローラルガーデン アンジェ

ＢＢＱ－ＶＩＬＬＡＧＥ
お食事券（５,０００円分）

Ｂ 髙尾山薬王院精進料理の会 ペア招待券（７月開催予定）
Ｃ

１０組２０名様
２０組４０名様
１０組２０名様
２０名様

１ 石井スポーツお買い物クーポン（２,０００円分）

③パーフェクトコース

人 数

京王プラザホテル八王子
レストラン「ルクレール」ランチバイキング ペア招待券

人 数
２５名様
３０名様
２０名様
３０名様

人 数
２０名様
２５組５０名様
５組１０名様

（６）平日限定「お得なクーポン」について
スタンプシート内に平日限定で使用できるクーポンを掲載しています。
高尾山周辺にある髙尾山薬王院や高尾山トリックアート美術館などで割引が受けられます。
提供店舗
特典内容
利用方法
入館料２００円引きと「ナザールハート」
（トルコ発祥の青いガラスのお守り）をプレゼント
※クーポン１枚で５名様まで有効
※プレゼントの内容が変わる場合があります
足湯無料
FuMotoyA
※クーポン１枚で１名様有効
（京王線高尾山口駅すぐ）
ピッツァ１００円引き
※1 会計につきクーポン 1 枚有効
焼き団子（お醤油味）５０円引き
楓 Kaede
※クーポン１枚で１名様有効
（京王線高尾山口駅すぐ）
※５月１日（火）と５月２日（水）は割引対象外
力（りき）ソフト５０円引き
髙尾山薬王院境内茶店「一福」
（高尾山ケーブルカー高尾山駅徒歩約２０分）
※１会計につきクーポン１枚有効
高尾山トリックアート美術館
（京王線高尾山口駅徒歩１分）

《スタンプハイクのスタンプシート》

スタンプシート
掲載ページを提示

スタンプシート付属
の割引券と引き換え

２．「高尾山スプリングフェスタ２０１８」について
（１）開催日時
４月１４日（土）・１５日（日） ９：００～１６：００
※天候その他の理由により、イベントを変更または中止する場合があります。
（２）場所
京王線高尾山口駅前広場
（３）内容
①ＩＣＩ石井スポーツ出張登山学校
ＩＣＩ石井スポーツのスタッフがインストラクターとなり、午前・午後それぞれ下記のテ
ーマで来場者に登山に関するアドバイスを行います。
テーマ
午前

登山前に確認しよう

午後

明日に疲れを残さない
アフター登山のワンポイントアドバイス

内容
靴のフィッティングや地図の読み方などをアドバ
イスします
ワンポイントストレッチや水分補給、サプリメント
接種についてアドバイスします

②販売展示ブース
アウトドア用品メーカー５社による、登山グッズやアウトドアグッズのデモンストレーシ
ョン・販売を行います。
③プレゼント抽選会
以下の方を対象にアウトドア用品などが当たるプレゼント抽選会を実施します。
・
「２０１８ 春 高尾・陣馬スタンプハイク」のＴＡＫＡＯコースのスタンプを全て押印されている方
・ＩＣＩ石井スポーツグッズの購入者（当日のみ）
・京王高尾山温泉 / 極楽湯の入館者（当日のみ）
・高尾山スミカのご利用者（当日のみ）
※いずれか１つの条件を満たせば参加可能です。
※高尾山スミカはケーブルカー高尾山駅となりの売店です（４月１日（日）オープン）

④キャラクターグリーティング
京王電鉄キャラクターのけい太くんや京王八王子ＳＣキャラクターのケイハチ王子、
３月１３日にオープンした京王あそびの森 ＨＵＧＨＵＧ<ハグハグ>公式キャラクターの
ハグーとのふれあいや記念撮影ができます。
３．お 客 様 のお問い合わせ
【スタンプハイク・スプリングフェスタに関するお問い合わせ】
京王お客さまセンター

TEL.０４２―３５７―６１６１（９：００～１９：００）

【ハイキングコースに関するお問い合わせ】
東京都高尾ビジターセンター

TEL.０４２―６６４―７８７２ (１０:００～１６:００)
以

上

