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２０２１年 ３月３０日
京成グループ

オリジナルグッズをゲットしよう！！

『京成グループ×八千代台
わくわく！スタンプラリー』を開催！
期間：２０２１年４月１日（木）～４月３０日（金）
ユアエルム京成など京成グループ６社では、八千代台エリアの対象店舗を周遊しスタ
ンプを集めることで「京成グループオリジナルグッズ詰合せ」がもらえる『京成グループ×
八千代台わくわく！スタンプラリー』を開催します。
対象となる店舗は、ユアエルム京成 八千代台店・リブレ京成 八千代台店・ファミリ
ーマート 京成八千代台駅構内店・ファミリーマート 京成八千代台駅店・京成バラ園・
京成トラベルサービス 八千代台営業所・京成不動産 八千代台センターの７店舗で、
各店舗で設定されている条件を満たすことで、スタンプを集めることができます。
スタンプを合計３個以上集めることで、京成グループオリジナルグッズ（京成電鉄３００
０形クリアファイル、京成グループ各社で使用できるクーポン冊子「京成パンダクーポン」、
オリジナル除菌スプレー、スカイライナー化粧箱の４点）をプレゼントします。なお、オリジ
ナルグッズ詰め合わせは先着３００個となっており、無くなり次第終了となります。
幅広い業種の店舗が対象となっておりますので、この機会にぜひ、八千代台エリアの
京成グループ施設でお楽しみください。京成グループでは、今後も地域の皆さまにお楽
しみいただくとともに、親しんでいただけるような企画を検討してまいります。
本件の概要は次項の通りです。
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『京成グループ×八千代台 わくわく！スタンプラリー』概要
１．開催期間
２０２１年４月１日（木）～４月３０日（金）
※オリジナルグッズの引き換えは５月７日（金）まで
２．対象店舗
スタンプ取得の条件

対象店舗

館内店舗にて税込５００円以上お買い上げで

ユアエルム 八千代台店

スタンプ１個
税込１，０００円以上お買い上げで

リブレ京成 八千代台店

スタンプ１個

ファミリーマート

税込５００円以上お買い上げで
スタンプ１個

（京成八千代台駅構内店、京成八千代台駅店）

ローズショップにて税込５００円以上お買い上げで
スタンプ１個
ガーデンセンターにて税込５００円以上お買い上げで

京成バラ園

スタンプ１個
上記２店舗両方でお買い上げいただくと、
さらにスタンプ 1 個（合計３個）

京成トラベルサービス 八千代台営業所

旅行のご相談でスタンプ１個、
ご成約でさらにスタンプ２個（合計３個）
不動産のご売却・購入のご相談、リフォームのご相談で

京成不動産 八千代台センター

スタンプ１個
ご成約でさらにスタンプ２個（合計３個）

※スタンプラリー台紙は上記対象店舗および八千代台駅改札前のチラシラックにて
配布します。
３．オリジナルグッズ内容
３０００形クリアファイル、京成パンダクーポン、オリジナル除菌スプレー、
スカイライナー化粧箱（縦１３０ｍｍ×横２００ｍｍ×高さ１２５ｍｍ）
【オリジナルグッズ（イメージ）】

３０００形クリアファイル
京成パンダクーポン

オリジナル除菌スプレー
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スカイライナー化粧箱
（縦１３０ｍｍ×横２００ｍｍ×高さ１２５ｍｍ）

４．オリジナルグッズ引換場所
（１）京成不動産 八千代台センター
引換時間 ： １０時００分～１８時００分
※定休日 ： 火、水
４月３０日（金）～５月５日（水）はゴールデンウイーク休業となります
※お車でのご来店はご遠慮ください。
（２）京成バラ園 ガーデンセンターまたはローズショップ
引換時間 ： １０時００分～１７時００分
５．その他
〇各店舗の従業員はマスクを着用のうえ対応させていただきます。
〇ご参加の際はマスクの着用にご協力をお願いします。
〇３７．５度以上の発熱やその他体調不良の方は、参加をご遠慮ください。
以 上
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スタンプ押印期間

2021/４/１（木）～４/３０（金）
オリジナルグッズ引換期間

pp

2021/４/１（木）～５/７（金）
オリジナルグッズ引換場所

日

・京成不動産 八千代台センター
引換時間：10：00～18：00 定休日：火・水曜日
※4/30（金）～5/5（水）はゴールデンウィーク休業となります。
※お車でのご来店はご遠慮ください。

・京成バラ園 ガーデンセンターまたはローズショップ
引換時間：10：00～17：00

スタンプを

3 個集めたら

先着 300 名様に
京成グループオリジナルグッズ
をプレゼント！！

p

オリジナルグッズ内容
3000 形クリアファイル、京成パンダクーポン
オリジナル除菌スプレー
スカイライナー化粧箱（縦 130ｍｍ×横 200ｍｍ×高さ 125ｍｍ）

対象店舗・スタンプ押印条件
・ユアエルム 八千代台店…館内店舗で税込 500 円以上お買い上げでスタンプ 1 個押印
※リブレ京成八千代台店、京成トラベル八千代台営業所を除く
・リブレ京成 八千代台店…税込 1,000 円以上お買い上げでスタンプ 1 個押印
・コミュニティー京成 ファミリーマート（京成八千代台駅構内店又は京成八千代台駅店）
…税込 500 円以上お買い上げでスタンプ 1 個押印
2 店舗利用でさらに
・京成バラ園…ローズショップで税込 500 円以上お買い上げでスタンプ 1 個押印
ガーデンセンターで税込 500 円以上お買い上げでスタンプ 1 個押印 スタンプ 1 個押印！
・京成トラベルサービス
八千代台営業所…窓口で旅行のご相談でスタンプ 1 個押印、ご成約でさらにスタンプ 2 個押印
・京成不動産
八千代台センター…不動産のご売却・購入のご相談、リフォームのご相談でスタンプ１個押印
ご成約でさらにスタンプ 2 個押印

スタンプを 3

個集めたら先着 300 名様に

ユアエルム
八千代台店
時の広場

店

インフォメーション

京成グループオリジナルグッズ詰合せプレゼント！！

カウンター

（本チラシをオリジナルグッズ引換店舗にご持参ください）

にて押印

京成バラ園
ローズ
ショップ

ガーデン
センター

リブレ京成
八千代台店

コミュニティー京成

ファミリーマート

リブレ京成
サービス
カウンター
にて押印

店

レジで
押印
対象店舗
・京成八千代台駅構内店
・京成八千代台駅店

京成トラベルサービス

京成不動産

八千代台営業所

八千代台センター

八千代台店

窓口で
押印

窓口で
押印

対象店舗の詳細は裏面へ→

対象店舗紹介
オリジナルグッズ引換店舗

ｐ

オリジナルグッズ引換店舗

京成不動産㈱
八千代台センター
営業時間：10：00～18：30
商品引換時間：10：00～18：00
定休日：火・水曜日
※4/30（金）～5/5（水）はゴールデンウィーク休業
住
所：千葉県八千代市八千代台東 1-18-2
アクセス：京成本線「八千代台」駅東口から徒歩 3 分

京成不動産八千代台センターは、京成本線特急停車駅「八千代台駅」
より徒歩３分です。ユアエルム八千代台の隣にありますので、お買い
物の前後にお気軽にお立寄り下さい。
ご所有不動産の売却、買い替え、相続、土地探し、住宅のリフォーム等
不動産に関するあらゆるご相談を承ります。新築一戸建て、
リノベーションマンション、１棟アパート・マンション等の収益物件
といった人気物件も多数取り扱っております。

京成バラ園芸㈱

・ガーデンセンター
・ローズショップ
営業時間、引換時間：10：00～17：00
住
所：千葉県八千代市大和田新田 755
アクセス：東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅下車徒歩 15 分
京成線 八千代台駅西口下車東洋バス
八千代中央駅行「京成バラ園」下車(約 30 分)

1,600 品種、10,000 株のバラが楽しめるバラ園です。
見ごろは春 5 月中旬～6 月上旬、秋 10 月中旬～11 月上旬。
バラや花苗、園芸グッズの 揃うガーデンセンター、バラのスイーツ、お土産の
揃うローズショップ他、カフェ、レストラン、ベーカリーが併設されています。

㈱ユアエルム京成

ユアエルム八千代台店
営業時間：専門店 10:00～20:00
レストラン街 11:00～22:00
※一部営業時間が異なる店舗がございます。

住
所：八千代市八千代台東 1-1-10
アクセス：車でお越しの場合
京葉道路 武石 IC より約 6.5 ㎞
東関東自動車道 千葉北 IC より約 8 ㎞
電車でお越しの場合
京成線八千代台駅直結

京成八千代台駅 東口直結、多様な個性が響き合う 130 の専門店
京成線沿線を中心としたショッピングセンターなど商業施設の運営・
管理を行っています。
生活者のニーズを踏まえたショッピング・アミューズメントスポット
を展開し、京成線沿線全体 の活性化を図っています。

㈱京成ストア

リブレ京成八千代台店
営業時間：9：00～22：00
住
所：ユアエルム八千代台店１Ｆ

新鮮な食材がいっぱい！
「味わい、いい暮らし」と「安心、安全」をスローガンに、味・鮮度に
自信を持って新鮮なお魚・お肉・野菜をご提供しております。お惣菜は
和洋中からお寿司まで、できたての美味しさを取り揃え。”欲しい”が
揃うリブレ京成です。

京成トラベルサービス㈱
八千代台営業所

㈱コミュニティー京成

ファミリーマート
・京成八千代台駅構内店・
・京成八千代台駅店
営業時間：6：00～23：00
住
所：千葉県八千代市八千代台北 1-0
アクセス：京成線八千代台駅内

「あなたと、コンビに、ファミリーマート」
私たちは、お客様に喜ばれる、
商品・サービスを提供し、
地域コミュニティーの発展に貢献します。
※対象店舗は八千代台駅内の
京成八千代台駅構内店、京成八千代台駅店
の 2 店舗のみです。
下記の地図ご覧ください。

営業時間：10：00～20：00
住
所：ユアエルム八千代台店３Ｆ

『自分好みの”旅“が見つかる』をモットーに、 都内・千葉県下の６店
舗で、旅行の相談、お申込みを承っております。ご家族・ご友人との
ご旅行はもちろん、数人から数十人規模までのグループでのご旅行
も、お気軽にご相談ください。
※本スタンプラリーはコロナウイルス等の影響により予告なく変更・終了となる可能性がございます。
※可能な限りマスク着用の上、ご参加ください。 ※37.5 度以上の発熱、咳等の体調不良の場合、本企画への参加をご遠慮ください。
※期間中であっても、数量に達し次第、早期終了とさせていただきます。
※対象外商品：金券、ギフト券、ハガキ、切手、印紙、クオカード、ギフトカード、プリペイドカード等の金券類、ゴミ処理券、各自治体の各種ゴミ袋、宅配便、チケット、公共料金などの収納代行、
コピー、各種電子マネーチャージ等

