2017年3月31日
クレヨンしんちゃん25周年記念プロジェクト実行委員会
共催：埼玉県・春日部市・東武鉄道

～埼 玉 県 ・春 日 部 市 ・東 武 鉄 道 が連 携 ～
クレヨンしんちゃんが地元『春日部市』を盛り上げる特別企画

「オラのマチ・春日部にくれば～」フィナーレ
2017 年 4 月 8 日（土）から開始！
クレヨンしんちゃんラッピングトレインがいよいよフィナーレ!
春日部市内を中心にデジタルスタンプラリー開催！ 春日部市内のショッピングスポットが一斉セール！
クレヨンしんちゃん 25 周年記念プロジェクト実行委員会は、「クレヨンしんちゃん」が 25 周年を迎えたことを記念し
て、作品の舞台となっている埼玉県春日部市を中心とした特別企画『クレヨンしんちゃん 25 周年記念企画 オラの
マチ・春日部にくれば～』を 2016 年 11 月 3 日（木・祝）から実施してきました。
今回は、その 25 周年の特別企画のフィナーレとして、2017 年 4 月 8 日（土）から各種プロモーションを展開いた
します。
春日部市にお越しいただき、魅力を知っていただきたいとの思いから、春日部市内のショッピングスポットを含む
有名スポットや、東武鉄道の各駅、東京スカイツリー®の足元に広がる商業施設 東京ソラマチ®の協力店舗など合
計 25 ヶ所を巡るデジタルスタンプラリーを実施します。スマホアプリ「舞台めぐり」を使用し、各チェックポイントに設
置してある QR コードを読み取ると、25 作品の映画版しんちゃんが登場。一緒に記念撮影が出来るしんちゃんのマ
イ AR が手に入ります。特定の６ヶ所を巡ってデジタルスタンプを集めると２５周年記念シールをプレゼント！さらに
25 ヶ所全てを巡ると特別バージョンのマイ AR も手に入ります。
また、東武鉄道では、東武スカイツリーライン（東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線直通）で大人気運行中の、
「かすかべ防衛隊」が鼓笛隊となったデザインを施した「東武鉄道クレヨンしんちゃんラッピングトレイン」の運行を５
月まで行っていますが、いよいよフィナーレを迎えるにあたり、再び中吊り広告をジャックします。（※ラッピングトレ
イン５編成のうち黄色のラッピングトレイン限定）
さらに春日部市内では、イトーヨーカドー春日部店が「サトーココノカドー春日部店」に変身して期間限定でオープ
ン。４月９日（日）にはオープンニングセレモニーを実施します。また、イトーヨーカドー春日部店、イオンモール春日
部、ララガーデン春日部 クレヨンしんちゃんブリブリシネマスタジオの 3 ヶ所のショッピングスポットでは、一斉セー
ル「みさえ ザ・バーゲン」も催されます。
東武スカイツリーライン「東武鉄道クレヨンしんちゃんラッピングトレイン」に乗って、ぜひ春日部に「くれば～」。
クレヨンしんちゃん 25 周年プロジェクト公式サイト http://shinchan25.com
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＜内容①＞デジタルスタンプラリー
春日部市内のショッピングスポットを含む有名スポットや、東武鉄道の各駅、東京スカイツリー®の足元に広がる商
業施設 東京ソラマチ®の協力店舗など合計 25 ヶ所を巡るデジタルスタンプラリーを実施。
各チェックポイントで映画版しんちゃんの AR と一緒に写真が撮れます。
■期間：

2017 年 4 月 8 日（土）～2017 年 5 月 31 日（水）

■開催時間：

10：00～17：00

■チェックポイント：合計 25 ヶ所
＜春日部市内の有名スポット 16 ヶ所＞
春日部市役所、イオンモール春日部内（３ヶ所）、イトーヨーカドー春日部店（３ヶ所）、
ララガーデン春日部（３ヶ所）、ぷらっとかすかべ、エンゼルドーム、
グーかすかべ、スマイルしょうわ、ふれあいキューブ、かすかべ湯元温泉
＜東武鉄道 7 駅＞
浅草駅、とうきょうスカイツリー駅、亀戸駅、新越谷駅、春日部駅、久喜駅、大宮駅
＜東京ソラマチ® 2 ヶ所＞
テレビ局公式ショップ～ツリービレッジ～、東武グループツーリストプラザ
※上記各チェックポイントの詳細は、公式サイトをご確認ください。
デジタルスタンプラリー公式サイト http://shinchan25.com/kasukabe-rally/
■景品：

それぞれ 25 ヶ所のチェックポイントで映画版のしんちゃんマイ AR がもらえます。
特定の 6 ヶ所のデジタルスタンプを集めると 25 周年記念オリジナルシールがもらえます。
25 ヶ所全てコンプリートでカスカベ防衛隊の鼓笛隊バージョンのマイ AR がもらえます。
※マイ AR はいずれも期間限定でお楽しみいただけます。

■シール引換所
：

イオンモール春日部 1F 専門店インフォメーション
イトーヨーカドー春日部店 1F サービスカウンター
ララガーデン春日部 3F クレヨンしんちゃんブリブリシネマスタジオ

25 周年記念オリジナルシール（イメージ）

しんちゃんマイ AR（イメージ）

＜内容②＞東武鉄道クレヨンしんちゃんラッピングトレイン 中吊りジャック
■期間：

2017 年 3 月 31 日（金）～2017 年 4 月 24 日（月）（予定）

■使用車両：

50050 型 （東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線 直通列車）

■運行区間：

東武伊勢崎線 久喜および 日光線 南栗橋

■内容：

『映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ』告知、春日部プロモーション告知、他

～ 東急田園都市線 中央林間 間

東武鉄道クレヨンしんちゃんラッピングトレイン

＜内容③＞サトーココノカドー
「クレヨンしんちゃん」で登場する野原家の好きなデパート「サトーココノカドー」が春日部市に登場します。
イトーヨーカドー春日部店がサトーココノカドー春日部店に変身して期間限定でオープン。
■期間：

2017 年 4 月 9 日（日）～2017 年 4 月 16 日（日）

■開店セレモニー：2017 年 4 月 9 日（日）10：30～

アニメに登場したサトーココノカドー

サトーココノカドー ロゴ

＜内容④＞「みさえ ザ・バーゲン」
春日部を代表するショッピングスポット、イオンモール春日部、イトーヨーカドー春日部店、ララガーデン春日部 ブリ
ブリシネマスタジオの 3 ヶ所が一斉セール「みさえ ザ・バーゲン」を開催します。
■期間：

2017 年 4 月 8 日（土）～（※終了時期は各店舗で異なります）

■場所：

イオンモール春日部（埼玉県春日部市下柳 420-1）
イトーヨーカドー春日部店（埼玉県春日部市中央 1-13-1）
ララガーデン春日部 クレヨンしんちゃんブリブリシネマスタジオ（埼玉県春日部市南 1-1-1）

みさえ ザ・バーゲン チラシ

みさえ ザ・バーゲン ロゴ

〈参考〉
■映画紹介
『映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ』
あらすじ
ある日、野原家に宇宙人シリリがやって来くるが、シリリの発する謎のビームによって
ひろしとみさえが 25 歳若返り、子どもの姿になってしまう。日本のどこかにいるシリリ
の父親のもとに行かないと、ひろしとみさえは大人の姿に戻ることができないという。
シリリをしんのすけのオシリに隠し、子どもだけになってしまった野原一家は、シリリの
父親を捜して日本を縦断する旅に出る。

別添資料：ご参考
※同時期に全国で展開されるクレヨンしんちゃんの 25 周年特別企画についてお知らせします。

クレヨンしんちゃん映画２５周年特別企画「ビストロ オラマチ」が
しんちゃん＆シリリと一緒に日本縦断しちゃうゾ！
「ビストロ オラマチ/オフィシャルショップ」が大好評につき、４月１５日（土）に公開される「映画クレヨンしんちゃん
襲来!! 宇宙人シリリ」を記念し、しんちゃん＆シリリと一緒に日本縦断！
クレヨンしんちゃん映画２５周年特別企画「ビストロ オラマチオフィシャルショップ」が大好評につき、４月１５日（土）
に公開される「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」を記念して、札幌から福岡までしんちゃん＆シリリと
一緒に日本縦断！全国７カ所で期間限定オープンします。

今回新たに発売される商品は、映画２５作品を記念して“クレヨンしんちゃん 25th コレクション”と称し、歴代劇場映
画のアイコンが“ゆめかわ系”に描き下ろされた新デザインが満載です。

前回同様、１０００円（税込）以上お買い上げの方には、「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」の限定ノベ
ルティーをプレゼントいたします。２５００円（税込）以上お買い上げの方は、さらに“ビストロ オラマチ限定チャーム
付きキーリング”をプレゼントいたします。※ノベルティーは、無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

【開催場所】
ビストロ オラマチオフィシャルショップ in 札幌（初出店）
期間 ２０１７年３月１６日（木）〜５月３１日（水）
営業時間 １０:００〜２１:００
場所 JR TOWER PASEO イースト１階

ビストロ オラマチ オフィシャルショップ in 仙台（初出店）
期間 ２０１７年４月１５日（土）〜５月９日（火）
営業時間 １０:００〜２１:００
場所 仙台 PARCO 5 階

ビストロ オラマチ オフィシャルショップ in 宇都宮（初出店）
期間 ２０１７年４月１４日（金）〜５月２３日（月）
営業時間 １０:００～２０:３０
場所 宇都宮 PARCO ４階

ビストロ オラマチ in 東京(※東京会場の一部の商品は、KIDDYLAND 原宿で販売になります。)
期間 ２０１７年４月８日（土）〜５月２８日（日）
営業時間 １０:００～２０:００
場所 Natural Cream Kitchen

ビストロ オラマチ オフィシャルショップ in 大阪
期間 ２０１７年４月５日（水）〜５月２日（火）
営業時間 １０:００〜２１:００
場所 JR 大阪 LUCUA 1100 イセタンクローゼット４階

ビストロ オラマチ in 大阪
期間 ２０１７年４月５日（水）〜５月中旬予定
営業時間 １０:３０～２３:００
場所 カフェ ラ・ポーズ（JR 大阪 LUCUA ダイニング 10 階）

ビストロ オラマチ オフィシャルショップ in 福岡（初出店）
期間 ２０１７年４月８日（土）〜５月７日（日）
営業時間 １０:００～２０:３０
場所 福岡 PARCO 本館７階

ビストロ オラマチ 公式サイト
http://bistro-oramachi.jp
ビストロ オラマチ 公式ツイッター
@BistroOramachi
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