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ユアエルム京成など京成グループ７社では、千葉中央駅直結の８階建て複合施設

「京成千葉中央ビル」が２０２１年１０月２９日（金）に開業することに合わせ、千葉中央 

エリアの店舗周遊企画「京成グループ×千葉中央 ぐるっと！スタンプラリー」を１１月 

１日（月）～１１月３０日（火）の期間で開催します。 
 
当企画は、千葉中央エリアにある対象店舗をご利用いただきスタンプを収集いただく

ことで、スカイライナーデザインの文房具等が入った「京成グループオリジナルグッズ  

詰め合わせ」をプレゼントするものです。対象店舗は、京成千葉中央ビル内テナント各 

店舗・千葉中央ショッピングセンター「Ｍｉｏ１」「Ｍｉｏ２」各店舗、京成ホテルミラマーレ 

（直営レストラン３店舗含む）・京成ローザ⑩等、京成グループに係る施設となっており 

ます。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個以上集めていただいた方、先着順２００名様に「京成グループオリ

ジナルグッズ詰め合わせ」をプレゼントします。※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、リニューアルオー

プンした千葉中央エリアの京成グループ施設をご利用ください。京成グループでは、  

今後も地域の皆様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、次頁の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

２０２１年１０月２７日 

京成グループ 

京成千葉中央ビル開業記念！！ 

『京成グループ×千葉中央 ぐるっと！スタンプラリー』

を開催します！ 

開催期間：２０２１年１１月１日（月）～２０２１年１１月３０日（火） 
 

チラシ（表） チラシ（裏） 
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『京成グループ×千葉中央 ぐるっと！スタンプラリー』について 
 

１．開催期間 

  ２０２１年１１月１日（月）～２０２１年１１月３０日（火）  

※オリジナルグッズの引き換えは２０２１年１２月１２日（日）までとなります。 

    

２．対象店舗 

対象店舗 スタンプ取得の条件 

京成千葉中央ビル、Ｍｉｏ１、Ｍｉｏ２ 

（対象店舗は※1の通り） 

館内店舗にて税込５００円以上お買い上げで 

スタンプ１個 

京成ホテルミラマーレ 
ホテルご宿泊でスタンプ１個、ホテル内直営レストラン

で税込１，０００円以上のご利用でスタンプ１個 

リブレ京成 千葉中央店 税込１，０００円以上お買い上げでスタンプ１個 

ファミリーマート 

（千葉中央駅店、京成千葉駅店） 
税込５００円以上お買い上げでスタンプ１個 

京成ローザ⑩ 映画のご鑑賞でスタンプ１個 

ダイニングレストラン ベリエール 税込５００円以上のご飲食でスタンプ１個 

京成トラベルサービス 千葉中央営業所 
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） 

ワンズレンタカー 千葉中央駅前店 レンタカーのご利用でスタンプ２個 

笑がおの湯 千葉寒川店 入浴のご利用でスタンプ２個 

※１ 京成千葉中央ビル参加店舗 

ｆｒｕｉｔｓ ｐａｒｌｏｒ そなる、Ｉｔａlｉａｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ ＶＡＮＳＡＮ、カラダファクトリー、 

ケンタッキーフライドチキン、ジュピター、ダイソー、マクドナルド、 

ら～めん きんとうん、リトルマーメイド、神戸シュースティック 

※１ Ｍｉｏ１参加店舗 

Ｒｅ－ｉｓｍ、アエナ、コスメティックシャイン、スマホ BuyerJapan、ドスチ、 

ハニーズ、ママのリフォーム、メジャー、わくわく広場 

※１ Ｍｉｏ２参加店舗 

ＤＯＧ ＆ ＣＡＴ ＪＯＫＥＲ、アールジェイジュエリーサービス、すし屋 銀蔵、 

スターバックスコーヒー、フレンドリー、マツモトキヨシ、リラックスサロン fu〜、 

桂由美フランチャイズ千葉リュミエール、鍛冶屋文蔵 

     

※スタンプラリー台紙は京成千葉中央ビル、Ｍｉｏ１、Ｍｉｏ２テナント店舗を除く上記対象 

店舗および千葉中央駅改札前のチラシラックにて配布します。 
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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） 

スカイライナー自由帳、スカイライナー定規、京成電鉄ステッカー 

【オリジナルグッズ（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．オリジナルグッズ引換場所 

・京成ホテルミラマーレ ※フロントにて引換対応 

引換時間 ： １０時００分～２０時００分 

・京成トラベルサービス千葉中央営業所 

引換時間 ： １０時００分～２０時００分 

・笑がおの湯 千葉寒川店 

引換時間 ： １０時００分～２４時００分 

 

５．その他 

・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。 

・ご参加の際はマスクの着用、手指の消毒にご協力をお願いします。 

・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 

 

オリジナル除菌スプレー 

京成パンダクーポン スカイライナー化粧箱 
（縦１３０ｍｍ×横２００ｍｍ×高さ１２５ｍｍ） 

 

３０００形クリアファイル 
 

スカイライナー自由帳 

スカイライナー定規 

京成電鉄ステッカー 



オリジナルグッズ内容
3000形クリアファイル・スカイライナー自由帳　　　　　　　　　　　　　　　　　
スカイライナー定規・スカイライナー化粧箱
京成電鉄ステッカー、京成パンダクーポン
オリジナル除菌スプレー

Mio1、Mio2、京成千葉中央ビル テナント店舗 税込500円以上お買い上げでスタンプ1個
※Mio1、Mio2、京成千葉中央ビルテナント店舗で1個の押印になります。

1
＊対象店舗　押印条件一覧＊

リブレ京成　千葉中央店 税込1,000円以上お買い上げでスタンプ1個2

京成ホテルミラマーレ ご宿泊でスタンプ1個3

京成ホテルミラマーレ内　直営レストラン
　　　ミレフォリア・ディスカーロ・景山 税込1,000円以上のご飲食でスタンプ1個4

京成ローザ⑩ 映画のご鑑賞でスタンプ1個5

ダイニングレストラン　べリエール 税込500円以上のご飲食でスタンプ1個6

コミュニティー京成 ファミリーマート
                                                              (千葉中央駅店又は京成千葉駅店)

対象店舗で税込500円以上
　　　　　　　　お買い上げでスタンプ1個7

笑がおの湯　千葉寒川店 ご入浴でスタンプ2個8

京成不動産　ワンズレンタカー千葉中央駅前店 レンタカーのご利用でスタンプ2個押印9

京成トラベルサービス千葉中央営業所 旅行のご相談でスタンプ1個
　　　ご成約でさらに2個押印（合計3個押印）10

3スタンプを 　個集めたら先着　　　   名様へ
 　　京成グループオリジナルグッズをプレゼント！

200

スタンプ押印期間
   2021年11月1日(月)～11月30日(火)
グッズ引換期間
    2021年11月1日(月)～12月12日(日)

グッズ引換場所
　京成ホテルミラマーレ　フロント
　京成トラベルサービス千葉中央営業所
　笑がおの湯　千葉寒川店
　

千葉中央エリアの京成グループを巡って千葉中央エリアの京成グループを巡って
　　　　　　オリジナルグッズを手に入れよう！　　　　　　オリジナルグッズを手に入れよう！

ぐるっと！ぐるっと！ぐるっと！
スタンプスタンプスタンプ
ラリーラリーラリー

京成グループ×千葉中央京成グループ×千葉中央京成グループ×千葉中央

京成千葉中央ビル　【対象店舗】
　fruits parlor そなる、Italian Kitchen VANSAN、カラダファクトリー、ケンタッキーフライドチキン、ジュピター
　ダイソー、マクドナルド、ら～めん きんとうん、リトルマーメイド、神戸シュースティック

千葉Mio1　【対象店舗】
　Re-ism、アエナ、コスメティックシャイン、スマホBuyerJapan、ドスチ、ハニーズ、ママのリフォーム
　メジャー、わくわく広場 
千葉Mio2　【対象店舗】
　DOG ＆ CAT JOKER、アールジェイジュエリーサービス、すし屋 銀蔵、スターバックスコーヒー、フレンドリー
　マツモトキヨシ、リラックスサロンfu～、桂由美フランチャイズ千葉リュミエール、鍛冶屋文蔵

（京成グループクーポン冊子）



Mio1、Mio2、京成千葉中央ビル 
　　　　　　　　テナント店舗

リブレ京成　千葉中央店2

京成ローザ⑩5 ダイニングレストラン　べリエール6

笑がおの湯　千葉寒川店8

・

京成不動産　
　　　ワンズレンタカー千葉中央駅前店 京成トラベルサービス千葉中央営業所10

3 京成ホテルミラマーレ

グッズ引換場所
・京成ホテルミラマーレ　フロント　
　　　　引換時間10：00～20：00
・京成トラベルサービス千葉中央営業所
　　　　引換時間10：00～20：00
・笑がおの湯　千葉寒川店
　　　　引換時間10：00～24：00

オリジナルグッズ引換店舗

オリジナルグッズ引換店舗

オリジナルグッズ引換店舗…フロントにて

店舗詳細はこちら

税込500円以上
お買い上げで
スタンプ1個

店舗詳細はこちら

ご宿泊で
スタンプ

1個

店舗詳細はこちら

映画のご
鑑賞で

スタンプ
1個

店舗詳細はこちら

税込500円以上
お買い上げで
スタンプ1個

店舗詳細はこちら

レンタカーの
ご利用で

スタンプ2個

店舗詳細はこちら

旅行のご相談でスタンプ1個、
　　　ご成約でさらに2個押印

店舗詳細はこちら

ご入浴で
スタンプ

2個

店舗詳細はこちら

税込500円以上
ご飲食で

スタンプ1個

店舗詳細はこちら

税込1,000円以上
ご飲食で

スタンプ1個

店舗詳細はこちら

税込1,000円以上
お買い上げで
スタンプ1個

1

京成ホテルミラマーレ内　直営レストラン
 　　　ミレフォリア・ディスカーロ・景山4

コミュニティー京成 ファミリーマート
 　　　　　　(千葉中央駅店又は京成千葉駅店)7

9

※可能な限りマスクを着用の上、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、本企画へのご参加をご遠慮ください。

ぐるっと！ぐるっと！ぐるっと！
スタンプスタンプスタンプ
ラリーラリーラリー

京成グループ×千葉中央京成グループ×千葉中央京成グループ×千葉中央

※上記の対象店舗の内、1店舗のみの押印になります。
　お会計時レジにて押印

  京成千葉中央ビル　【対象店舗】
　fruits parlor そなる、Italian Kitchen VANSAN
　カラダファクトリー、ケンタッキーフライドチキン
　ジュピター、ダイソー、マクドナルド、ら～めん きんとうん
　リトルマーメイド、神戸シュースティック

  千葉Mio1　【対象店舗】
　Re-ism、アエナ、コスメティックシャイン
　スマホBuyerJapan、ドスチ、ハニーズ
　ママのリフォーム、メジャー、わくわく広場
  千葉Mio2　【対象店舗】
　DOG ＆ CAT JOKER、アールジェイジュエリーサービス
　すし屋 銀蔵、スターバックスコーヒー、フレンドリー
　マツモトキヨシ、リラックスサロンfu～、
　桂由美フランチャイズ千葉リュミエール、鍛冶屋文蔵

※店内サービスカウンターにて押印

※お会計時レジにて押印※フロントにて押印

※映画観賞券を受付に提示でにて押印 ※お会計時レジにて押印

※お会計時レジにて押印 ※入館時受付にて押印

※受付時にカウンターにて押印 ※受付カウンターにて押印


