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初のスタンプラリー開催！

素敵なお店めぐり
―わたしが出会う、お店とその暮らし。―

2021 年 7 月 26 日（月） ～2022 年 1 月 31 日(月)
素敵なお店を訪問して、西武線沿線のお気に入りの街を見つけませんか？
西武鉄道株式会社
株式会社マガジンハウス
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）と株式会社マガジンハウス（本社 ：東 京都
中央区、代表取締役社長：片桐

隆雄）は、「お店のコミュニティを知ることは、街を知ることにつな が る」を

テーマに、Hanako と西武鉄道がタイアップした特設 Web サイト「Hanako w/ Seibu（ハナコ ウィズ
セイブ）」で初となるスタンプラリー「Hanako w/ Seibu 素敵なお店めぐり―わたしが出会う、お店と
その暮らし。―」を 2021 年 7 月 26 日（月）から２０２２年 1 月 31 日(月)まで開催します。
2019 年からスタートし、今年で 3 年目を迎える「Hanako w/ Seibu」ですが、現在では３１店舗の店主
さまに街の魅力をご紹介いただいております。今回は、このうち２２店舗を対象店舗とし、より多くのお 客さ
まに実際に足を運んでいただき、沿線の街をもっと好きになっていただきたいという想いを込めて、 新たな
取り組みとしてデジタルスタンプラリーを実施します。
「Hanako w/ Seibu 素敵なお店めぐり」は、感染症対策に配慮した、スマートフォンを用いた非 接触 型
のラリーとなっております。実際に店舗をご利用いただき、集めたスタンプの個数に応じて、「Hanako w/
Seibu のオリジナルマスクケース」（先着順）や Hanako w/ Seibu でご紹介している店舗『自家 焙煎珈 琲
Kieido』の「コーヒー豆」（抽選で 30 名さま）、「プリンスチケット２,０００円分」（抽選で 20 名さま）など素 敵
な賞品をプレゼントします。
ぜひこの機会に西武線沿線に足を運んで、お気に入りのお店や街を見つけてください。
詳細は、別紙の通りです。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、企画のすべてまたは一部の中止・変更 が生 じる
可能性がございます。

「Hanako w/ Seibu 素敵なお店めぐり」
キービジュアル

「Hanako w/ Seibu オリジナルマスクケース」
※画像はイメージです

「自家焙煎珈琲 Kieido」

別紙
デジタルスタンプラリー
「Hanako w/ Seibu 素敵なお店めぐりーわたしが出会う、お店とその暮らし。―」 について
（１）イベント概要
【開 催 日 時】 2021 年 7 月 26 日（月） ～ 2022 年 1 月 31 日(月)
※各店舗の休業日にはスタンプを取得いただけませんので、あらかじめご確認ください。
【実 施 時 間】 各店舗の営業時間に準ずる
【参 加 費】 無料（交通費、西武線アプリの通信料はお客さま負担です。）
※当ラリー専用のフリーきっぷの発売はございません。
【参 加 手 順】 ステップ１ アプリストアでスマートフォンアプリ「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 → ③イベント内画面より
「Hanako w/ Seibu 素敵なお店めぐり」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。

※画像はイメージです

ステップ２ 各対象店舗に訪問し、「西武線アプリ」のイベント内「Hanako w/ Seibu 素敵なお店
めぐり」を開き、店舗に掲出してある QR コードを読み込みます。（スマートフォンはお
客さまご自身で操作してください。）
ステップ３ アプリ内にスタンプが自動で押印されます。
ステップ４ 対象店舗（全 22 店舗）のスタンプを 1 つ集めると、「Hanako w/ Seibu のオリジナ
ルマスクケース」を各店舗先着順でプレゼントします。
※無くなり次第終了となります。（各店舗 100 枚程度）
※在庫状況は「西武線アプリ」でご覧いただけますので、事前にご確認ください。
また、３つ集めると抽選で 30 名さまに「『Kieido』のコーヒー豆」、6 つ集めると抽
選で 20 名さまに「プリンスチケット 2,000 円分」をプレゼントします。
（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。

（２）対象店舗
店名

全２２店舗
最寄駅

駅からの
アクセス

店名

最寄駅

駅からの
アクセス

みかわや

椎名町駅

徒歩 11 分

マザーグース

江古田駅

徒歩 3 分

パーラー江古田

江古田駅

徒歩 4 分

エノテカ・アリーチェ

練馬駅

徒歩 7 分

ピッツェリア ジター
リア ダ フィリッポ

石神井公園駅

徒歩 3 分

東京ワイナリー

大泉学園駅

徒歩 9 分

アルカション

保谷駅

徒歩 2 分

和三盆工芸菓子
象東

東久留米駅

徒歩 2 分

M.YASUHIKO

東久留米駅

徒歩 8 分

麦兵衛

小手指駅

徒歩 10 分

古久や

飯能駅

徒歩 7 分

ピッツェリア ジェコ

飯能駅

徒歩 1５分

夢彩菓すずき

飯能駅

徒歩 7 分

GEORGE‘S BARｇ
ｅｒ

飯能駅

徒歩 7 分

カタリナ

新井薬師前駅

徒歩 5 分

ＧＡＲＤＥＮ ＳＱＵＡＲ
Ｅ

都立家政駅

徒歩 9 分

焼き菓子 malco

下井草駅

徒歩 7 分

Ｍ‘ｓ oven

西武柳沢駅

徒歩 2 分

つむじ

東村山駅

徒歩 12 分

いちあん

所沢駅

徒歩 11 分

自家焙煎珈琲
所沢駅
徒歩 4 分
Ｓｕｍｉｋａ
新所沢駅
徒歩 2 分
Kieido
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によって各店舗の営業時間の変更がある場合もございますの
で店舗の定休日等、詳細につきましては、各店舗にお問い合わせください。
（３）プレゼントについて
【1 店舗達成賞】 ： Hanako w/ Seibu のオリジナルマスクケース
対象店舗のスタンプをどれでも 1 つ集めると、アプリ内に「1 店舗達成賞」の引き換え画面が現れます。そ
の画面を店舗店員へお見せください。「Hanako w/ Seibu のオリジナルマスクケース」を先着順でプレ
ゼントします。
※配布期間：2021 年 7 月 26 日（月）～2022 年 2 月 7 日（月）
(お渡し時間は各店舗の営業時間に準ずる)
※賞品は無くなり次第終了となります。（各店舗 100 枚程度）
※ご来店の際、店舗店員からマスクケース在庫についてのアナウンスはございません。在庫状況は「西武
線アプリ」でご覧いただけますので、事前にご確認ください。
※オリジナルマスクケースは 1 回のみの引き換えとなります。

▼在庫状況の確認方法
イベント詳細画面より下にスクロールいただき、「対象店舗の紹介」
欄をご参照ください。
※マスクケースの在庫状況は時差が発生する可能性がございます。

イベント詳細画面

【３店舗 達成 賞】 ： 『自家焙煎珈琲 Kieido』のコーヒー豆 （抽選で合計 30 名さま）
【6 店舗達成賞】 ： プリンスチケット 2,000 円分 （抽選で合計 20 名さま）
達成すると、プレゼント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、応募してくだ
さい。
※応募締切：2022 年２月７日(月)23:59 まで
※西武線アプリの会員 1 アカウントにつき、【3 店舗達成プレゼント】【６店舗達成プレゼント】それぞれ
1 回のみの応募となります。
※抽選プレゼントに関して、ご当選者さまの発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
（４）その他
・対象店舗をご利用いただいたお客さまのみ QR コードを読み取りいただけます。
・同じ店舗で複数回スタンプを取得することも可能です。
・参加店舗に掲出してある QR コードを Web 上や SNS などへ転載や掲載はご遠慮ください。
・1 店舗達成プレゼントにつきましては先着順となっております。ラリー期間終了前に賞品がなくなる可能性が
ございますので、予めご了承ください。
・諸事情により、ラリー内容・期間・賞品等が変更になる場合があります。
・達成賞の引き換えおよびイベントの参加、抽選プレゼントへの応募に使用するスマートフォンは、お一人さま 1
台のみです。お一人さまで複数のスマートフォンを使用しての参加はご遠慮ください。
・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。通信状況によりダウンロード・スタンプ押印な
どに時間がかかる場合があります。
・スマートフォンアプリの操作は、お客さまご自身でお願いいたします。駅係員、対象店舗係員に操作等の問い合
わせをすることはご遠慮ください。
・ご利用いただける OS は「iOS（iOS1２.0 以降）」、「Android（Android OS ７.０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。
※スマートフォン以外のデバイス（タブレット等）には対応していません。
・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、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・ご参加の際は、マスク等の着用をいただくなど、感染症対策をお願いいたします。

＜参考＞
●「Hanako w/ Seibu」とは
西武鉄道がライフスタイル誌「Hanako」とタイアップした特設 Web サイトで、2019 年 6 月にオープン
しました。
魅力的なお店や暮らすひとをきっかけに街を知っていただく、実際に足を運んでいただく、街で暮らすこ
とについて考えていただくことを目的に、「わたしが出会ったお店と、その暮らし。」と題し、店主＝「ひと」に
フィーチャーする形で西武線沿線の美味しいお店や、こだわりの雑貨などを紹介していきます。
記事を通して沿線の魅力的なお店の情報を知るだけでなく、手がける人々のライフスタイルやコミュニテ
ィ、人のつながりを知ることで、西武線沿線の魅力や暮らしを感じることができる Web サイトとなってい
ます。店舗＝店主それぞれのストーリーを随時展開しておりますので、ぜひ定期的にご覧ください。

■「Hanako w/ Seibu」Web サイト URL
https://seibu.hanako.tokyo/

●Hanako とは
1988 年創刊の Hanako は、よく働き、よく遊ぶ女性がいま一番知りたい情報を届けるメディアとして、
常に働く女性に寄り添い続けてきました。
2018 年 10 月には月刊化を遂げ、さらにパワーアップ。
「live wise,be happy!」を掲げ、働く女性が興味を持つ様々なテーマを深く掘り下げています。
●参考リリース
・2019 年 6 月 24 日発行 ニュースリリース
Hanako が見つける西武線沿線の暮らし特設 Web サイト
「Hanako w/ Seibu ―22 人のお店と、その暮らし。―」を開設します。
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20190624seibu_hanako.pdf

・2019 年 9 月 18 日発行 ニュースリリース
Hanako w/ Seibu 初のリアルイベント開催決定！
「Hanako w/ Seibu ―秋のピクニック―」＠西東京いこいの森公園
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20190918HanakowithSeibu.pdf

・２０２１年 1 月 8 日発行 ニュースリリース
Hanako w/ Seibu 初のオンライン体験イベント
「Hanako ｗ/ Seibu ―おいしいワークショップー」開催決定！
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2021/20210108_HanakowithSeibu.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

