
数.

カーかえ8マ
大阪駅と

●蘭茜エリアコースのスタンプ譲豊蒔簡…lo:oO～ 17:00●墾鉤士コースのスタンプ義豊蒔簡…lo:oO～ 18:00●新鋒緯端慧コースのスタンプ義豊蒔簡…終日
●ゴーブレ駅の賞品変換時間…10:00～ 18:00(ホケモンセンターオーサカのみ18:30まで)●山ロエリアコースの観光地のスタンプ設置時間・賞品交換時間…5ベージ参照

●お問合せ:ス タンプラリー事務局 TEL.06‐ 6357‐ 2656(9:00～ 18:30来スタンプラリー覇簡外の主裸旨はネ勘

■1 15鮎 2本 土 て 大 ヒ ッ ト上 映 中 !htt口:〃www.口okemo卜 movie.Jロ
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関西エリアコース

今年の映画に登場するポケモンがいつぱい:

大阪駅でゴーJレをしたら、

大阪ステーシヨンシテイで

聖剣士計云:こもチヤレンジ:|

JR西日本オリジナル

「ポケモンノ…卜」をゲットだぜ!※″ジで.

*諄しくは、「聖劇士コーススタンプシート」を見てね!

韓鸞動各濡『I慰義蓬1
ポケモンセンターオリジナリレステツカーをプレゼント!

*肇しくは、6ベージを見てね|~      壕 __.

驚"“ n。高為

」
が一習

ポヶゼシ不タンプ蘇
(マツプQ28駅 )

最 渉

「ホワイトキユレム

ぬいぐるみ」扁40cnl

どれか1つをプレゼント! 鷺窮護3チュゥ」ぉ38Cm ぬいくるみ」わ40cm

:i]i]      窮
｀

・i;[う響昨r」鸞讐職露菖し、息::1二 :家 :。

となります。      ■        ヽ

●簡茜エリアコースあスタンプラリー尊甫のスタンプを紳齢くださぃ。

●関西エリアコースのスタンプは駅改札口の外に設置していま視

●賞品はなくなり次第終了します。   ・ ´

●ゴールに必要な回数のスタンプを押印してからゴールしてくださιヽ。   ・
●関西エリアコースをゴールするには“2つ"のスタンプ駅のスタンプが必要です。

:ダrζ与稚      ぶ百鼻阜:はFχ
品の釜

]:、 1と11個

だよ。

こ栞11怖革F題峯あ手尋こ是:Lbl轟ぃだりじないを遭:1

●きちんと並んで電車に乗ろう。かけこみ築筆は危険だからやめよう。

●ホームの端は危険だから絶対に歩かないでね。黄色い線までさがつてね。

●スタンプを押すときやゴールをするときは順番を守ろう。   …
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1回目～4回目のすべてのゴールに行つて、
“チ勁走薦デに慮鼻しよう!!

関西エリアコ…スのすべての
ゴールに行つた人の中から、

稲違で100名 様に
「スクエアクッションピカチュウのしつば!」

だ シヽ

「ティッシュボックスカ′ヽ―ピカチュ
をセツトでプレゼント!

4箇自のゴール蒔に薩是贅蔵カハガキ」を
お濃しします。

*「発走嬌愚券ハガキ」にあ姜ホ義を萌上の■.蜂選してくださぃ。

※大阪駅では、ゴールスタンプを押した後、

ポケモンセンタ…オーサカに行つていただき、

そこで賞品の受け渡しとなります。

JR西日本オリジナル

毯
で
一ざ

麗

肺

JR西日本オリジナル      メg lt
「ポケモン
ノック式消しゴム」

ONintendo Creatures GAME FREAK TV Tokvo Sい oPrO」 R Kkaku◎Pok6mon o2012ビカチュウプロジェクト



新幹線・特急コース

薪轟蕪・蒋慧ポヶモンスタンプ蘇
〈マツプの56躾 )

絆

,FI凄轟繰レ革1カ品毛奮革i‐1~1鮭
晨晨歯で選農した

|ポケモンもいるよ!探してみよう!!

:_1‐凸歯ェリブL―スにも
‐  チャレンジしよう!1111

*詳 しくはP5を見てね! |‐■
業大阪棘では、ゴープレスタンプを押した後、 ・

軍笙モ

“

童あ翻 場ξFFい
ただ争

さらに1暑課鞠多労ド
電静崚「ポケモン下敷き」

秀盤亀警離 I

例)  のぞみ

32号

」R西日本オリジナル

「ポケモン定規セット」

をプレゼント!

/

軍 i

まウタリ琴詐ヨ葛健]モ昴ま冗蟹讐筆皇覇属長|イ
)がある13謙には、課哉屁肉にフォトポイントが

,る

よ

*写真を撮る藤は、日りのお客様のご迷感にならないようにこ注意ください。

●山蕩新幹繰またはJR西日本の轟慧・慧待をご莉用される

お客様に限ります。

●新幹線・特急コースのスタンプラリー専用のスタンプを

お使いください。

●新轟轟瑞慧コース用のスタンプは,謙畿札間に畿書

しています。

●ゴール駅のスタンプは駅改札回の外に設置しています。

●ゴール駅のスタンプは関西エリアコースのスタンプと同じで魂

●バンフレットはお一人様につき1枚とさせていただきます。

ゴール駅では,スタンプラリーに参加されたご本人様が賞品を

お受取ください。

●賞品はなくなり次第終了します。
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■大阪駅の賞品の受け渡しは,

ボケモンセンタ…オーサカになりま■

1回 目 12:00～ 12:30
13:30～ 14:00

3回日 15100～ 15:30

l_

京都駅ビル 15周年と

ポケモン供歯 15簡単を艶患して!

京都駅ビル大階段に、

ス テ ッ プ ア ー ト痰 鶉 ‖

京都駅でゴールをしたら、巨大な

が1離手鼻|  マt耳町菫Ii九

「 1″軌ク窯篇:“

二ち・
0   

。Mnt“ CC℃載utts GAME mEAK TV Tokyo ShPЮ 訳 (b● ◎いにm∞ 0"9&ル ピカチユウブロジェクト
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陪参蠅絣茫顆山攣辣驀吻隋陵薇●孟、
隠鞣漑熙核鞣珍舞辣膨夕警炸吻辣荀鰺晰緻踪吻贈

このスタンプラリ…のバンフレットを持つてポケモンセンタ…に行くと、

ポケモンセンターオリジナルうちわがもらえるよ!又
●   I.

釉
◎ P。にmon center osAKA

TEL:06‐ 6346‐6002
」R大阪駅中央改札口を出て、

中央出口より徒歩約5分 贅鑽鱚:鶴

ロ
※8月 21日 (火 )は 1830までの営業となります。
×うちわのプレゼントは、おひとり様1枚とさせていただきます。Xな くなり次第終了となりますので、こ了承ください。

大阪ステーションシテイで
ポケモンをもつとたのしもう!

=C③
CAでお買物キャンペーンも開催!

ポケモン☆キッズカーニ′tルのミニアトラクションや

ビンゴ大会で楽しく遊ぼう!

開催期間:8月 1日 (水 )～8月 6日 (月 )10:00～ 18:30
場所:大丸梅田店15階イベントホール

ポケモン☆キッズカーニバルのミニアトラクションもあるよ !

開催期間:8月 10日 (金 )～ 8月 14日 (火)

10:00～ 18:00

ポケモンたちのバルーンが大集合!

開催期間:8月 20日 (月 )～ 8月24日 (金 )

10:00～ 18:00

詳しくは、フベージロを

ご覧ください。

※詳しくはポケモンセンターオーサカヘお問い合わせください。

1● 0こA蓋去zネーを使つて、
ホケモンセンター  、    フ

im欧島嵯の|llttfl

藉蓬で、春許60亀機に |.‐ ‐|‐ |

ホケモンのぬいぐるみ    、_. _・

雛 ゝ 鯖 彎
走澤ガ

「ブラツクキュレム
ぬいくるみ」
約40om

ICOCA電 子▼本一を使つて、

ホケモンセンターオーサカでお買物を

して頂いた方全員;こ 、その場で

ポケモンセンターオリジナル

ステイカ
=驚

イレゼント!

|■ Tイ トキュレム機いく.る み:約 40o“

麟妻希助:9月 6首 (来 )交言昇驚雷認h日 (わ ～9月 20(日 )の 日COCA売上票Jに限ります。

Xl回 のゴールにつきお渡しする専用ハガキはお一人様1枚です。

理i聾嬌[l厖翼薔[敬  駅嗣碁!

0 ‐OCIむ子マ7・―で1,000円 (税込)以上のお買物をしたRCOCA売 上票」(レシート)を 、各賞品お渡し
箇所でお渡しする専用ハガキに貼り、必要事項を明記の上、切手を貼つてご応募ください。●1,000円 を1口 とし
て、専用ハガキの記入欄に口数をご記入ください。(専用ハガキ1枚につき複数日の応募ができます。)01,000
円単位を超えた端数の金額は切捨てとなります。●専用ハガキ以外でのご応募、「lCOCA売上票」(レシ…卜)の
金額不足、記入漏れは無効です。●ボケモンセンターオーサカ以外でのお買物は対象外です。●ご利用日が平成
24年8月 1日～9月 2日の日COCA売上票」(レシート)に限ります。●専用ハガキ及びΠCOCA売上票」(レシー

ト)はお返してきません。●賞品、デザインは予告なく変更になる場合があります。●お客様のこ住所が不明などの
理由で賞品がお届けできない場合は、当選を無効とします。●当選の発表は賞品の発送をもつてかえさせていた
だきます。●ご記入いただいた個人情報は、適切な管理のうえ、当キャンペーン(抽選・賞品発送)のためのみ使用
し、他の目的には使用しません。また個人情報をお客様の承諾なく第二者に開示、譲渡することはありません。

お問い合わせ先 ●ポケモンカスタマーサポートセンター 0120‐ 049‐ 725(平 日11:00～ 18:00)

0



大阪駅は新山口駅憔魏儡な量晰録は鋏鰊‡
む か

ビカチュウがお出迎えII

大阪駅 新山口駅

マ

０

・

08/40
1回目 12:00～ 12:30
2回目 13:30～ 14:00
3回日 15100～ 15:30
実施場所 美澱躾3借 蕎髪蓮藉稽

*新山口駅では、新幹線の改札内で実施します。必要な乗車券類をお持ちのうえ、お越 しください。

*駅 の混雑等により、上記の終了時間を繰り上げることがございますので、ご了承ください。

8/40・5001100120
180019002500260

餞1回目 10:00～ 10130
2回目 11:30～ 12:00
3回目 13:30～ 14:00
実施場所 新山口駅新幹線改札内

大阪ステーションシテイ
せい   載機    し

8/瘤瘍→9/20  …々 '堅発部必汗`書脇舞
●スタンプ設置時間…10:00～ 18:00●賞品交換時間…10100～ 18:30

①大阪駅で関西エリアコース、または新幹線。特急コースをゴールをすると、

聖剣士コースのスタンプシートがもらえるよ!

②鉄遺プラ哉大阪ステ…シヨンシテイシネス太陽の広場に行つてスタンプを押そう!

露墨:嘉鰯 筆君寧聯離脱1こ

引
   ふ嵐二

率5F時空の広場から1lFへ向かうエスカレ…ターの側面にポケモンがいつばい登場!!ぜひ見に来てね鶴

ノースゲート
ビルディング1lF

ステーション

シティシネマ

●鉄道プラザ

しよう 0まうへえ. `,

籠
御

え換引につとひかれずいのス
一

一

．ジ

11」 R自 由周遊区間内では、別に特急券をお買い求めいただく

と在来線特急列車をご利用いただけま,(新幹線にはご乗車
になれません。ご利用の場合

`ま

、男1に特急券のほかに乗車券が

必要で■ )

鉤瘍栃憔褥蝸⑪躁隆渉痣鰺脩茫

【ご利用期間】
平成24年7月 14日 (土 )～9月2日 (日 )
X購入時に、ご利用日をご指定ください。
【発売期間】
平成24年7月 12日 (木)～9月2日 (日 )
※発売期間中のご利用lヶ 月前から当日まで発売。
※各チケットヘの引換は各引換簡所の憲口の各営業時間内に限ります。

I有 効期間】
ご利用日当日限り有効

(脇鶏蓄名響撼

―

・ テケツHも
)

※ご乗車された列車が翌日にまたがつて運転される場合は、0時を過ぎて
最初に停車する駅まで有効で魂
(大阪の電車特定区間 (」 R時刻表参照)は 最終列車まで有効です。)

「JR西日本 2012夏休みポケモン
|スタンプラリー」にはこの′ヽスが便利です。

=記
のきつぶは、『発売条件J、『ご莉崩案祥』に詢機がありまt辞しくはご購入前に線のバンフレットまたは|トクトクきつぶ    _  「霧療ヽ

0


