
ぉぉコ ぇ。 マ

大阪駅と

鼎忙



「ポケモンノート」「ポケモンペットボトルホルダー

::[::::1::]づ
ス

ロ | |

|  |―      |



ゴール場

」―ル

をもらおう。

這:議1観臨臨
犠彗纂彗躍翻 鞣 :

籠
=バ

スタオル

〈蓑蔀議〉〈美戯ま〉〈夫豊寺晨〉〈豊ク営謙〉



メ
が
ジ
も
与
て
い

‰ 夕
の

1茫鯉22詰几凩肌0

鰤緩脇寺簡110:00～ 18:00

お問合せ:スタンプラリー事務局

TEL.06‐ 6357‐2656(10:00～ 18:00)

エリアスタ〕
(マップの9線)



ゴール諏(慮島)には
フォトポイントがあるよ!

スタンプラリーの思い出作り

に、写真を撮ろう!

*写真を撮る際は、周りのお客様の

ご迷惑にならないようにご注意ください。
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3っ翼めたら、

「大阪ステーシヨン

シティシネマJの

グッズ売場で

応募用紙を

′ 僣曇甫徹に ｀

必要事項を明記して、

シネマのロビーに

ある応募箱に

投函しよう:

ポケモンスタンプ

ピカチュウJ    ヽ

巻

・
●
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X賞品はイメージです。X賞品は予告なく変更になる場合がございます。
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サウスゲ…トビルデイング ノースゲートビルデイング
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頂琵魏名ヒ簡110:00～ 18:00
※大阪ステーシヨンシテイシネマでの応募用紙の罰儀蒔間は、

18:00までです。

お問合せ:スタンプラリー事務局

丁EL.06‐6357‐2656(10:00～ 18:00)

フォトポイントがあるよ:

スタンプラリーの思い出作り

ピカチュウがデザインされた

オリジナル
=COCAを発売するよ。

発売日、発売方法等は、

決まり次第お知らせいたします。
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スタンプ鬱響―の自織奄儀つてポケモンセンターオーサカ:こ

く鶴と磯③爾12爾 (量》饉発売予篤働:ボケット篭ンスターX・ YJIこ

量蟻警る|ハリマ醸ン●フ晴ッ遍■ケ爾マツ1の

サンバイジ棒どなわヽ竜参種プレ鬱ント:

日時 :7月 20日 (土)～ 9月 23日 (月・祝)10時～20時

=丼
アウトレッロ ―ヾク マリンピア神戸に期間限定でポケモンストア アウト

レットがオープンするよIボケモンセンターオリジナル商品や、人気のポケ

モングッズがお求めやすい価格で登場!夏休みに遊びに来てね |

ポケモンセンターには楽しいイベントがたくさんあるよ!

ポケモンカードゲームはじめて教室を :

定期的に開催!カードにくわしいお兄 ・

蕊んお嬌さんがやさしくていねしヽこ :
教えてくれるよ!         ・

籍      識樹

一―一一―一―プレゼントがもらえる期間 ―――――――   拠 生日を証明するものとして、

ぉ誕生百望百+計屁フ白曽=罫 15旨簡 暴靱晨訟Ъぜ11■Fな
どの

詳しい日程はオフィシャルサイトをチェック ! http:〃 www pokemon cojp/gp/pokecen

=COCA電
子7ネーを使つて、

ポケモンセンターオーサカで13000的硼込減王の
お貴物をしようLi雷選F、番卦60亀農にポケモンの
ぬいぐるみをプレゼント!

■‐
1ミユウツ■0いぐ●み119ヤツト|■ |■

メージです。※賞品は予告なく変更になる場合がございます。

:9肖 5白 (未)美言易蕩留衰指 3日 l■ )～明 1日 lB)の 日COCA杜刺 に限ります。

寺角ハガキ1我で覆薮白億鼻できます![1,000角 (税込)につき1

iCOCA、 Kitaca、 Suka、 PASMO、 TOICA、
manaca(マナカ)、 SUGOCA、 nimoca、 はゃかけん ※門TaPaは対象外です。

0専用ハガキは各ゴール毎にお一人様 1枚 お渡しいたします。●専用ハガキ1枚で複数□の応募が可能です。●対象カード
で1000円 (税込)以上のお買い物をした日COCA売 上票」(レシート)を専用ハガキに貼り(複数枚でも可)、 必要事項を明記
の上、切手を貼ってご応募ください。● 1000円 (税込)を 1口 として、専用ハガキに応募□数をご記入ください。
01000円 単位を超えた端数の金額は切り捨てとなります。●専用ハガキ以外でのご応募、日COCA売 上票Jの コピーや
金額不足、必要事項の記入漏れは無効となります。●ポケモンセンターオーサカ以外でのお買い物は対象外です。
●ご利用日が平成25年 8月 3日～9月 1日 の

「
COCA売 上票」に限ります。●ご応募いただいた専用ハガキ及び口COCA

売上票」はお返しできません。●賞品、デザインは予告なく変更になる場合があります。●お客様のご住所が不明などの
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。0当選の発表は賞品の発送をもっ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、適切な管理の上 当キャンペーン(10選 賞品発送)のためのみに使用し、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。

'ス

タンプラリー

(関西エリアコース)でゴール

した厭のゴールブースで、
'ポ

ケモンセンターオーサカで

iCOCA電子マネーを使つて

1,000円 (税込)以上の

お買物をしてね !

ミニアトラクションやビンゴ大会など楽しいコンテンツがもりだくさん。

:

『ポケ ットモンスタ… X』

2013年 10月 12日 (土)発売
メー蒔 動瑞橋書4,800円 d込 )

『ポケットモンスターY』

8月 10日 (土)予約開始

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時～18時 )

0
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15100～ 15:30

※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。 ×イメージです。

欝

蒔 簡 2回目 1  11:30～ 12100

1  13130-14100

猟

【発売期間】平成25年 9月 27日 (金)まで
Xこ 利用開始日の]ヶ月前から前日までです。こ利用当日の発売はいたしません。※9月 28日 (■ )有効開始分まで発売。

【凄U用期間】平成25年 9月 30日 (月 )まで
×8月 ]1日 (曰 )～ 20日 (火 )を除く。(例 8月 ]0日 有効開始となるきつぶは「ゆきJ'かえり」ともに8月 10日 のみ利用できますが、8月 ]]日 、]2日 は利用できません。)

【有効期間】3日 間
【発売条件】縣〔譜躍滉青:場忌肥婁詰滉鸞麦喝締嬉全繁暫脇1彗翼舅駆隕 奮入しヽただはす。

_・ t羹判書爆
広島フリーエリア(3日 間)乗 り放題 !

」R普 通列車 (快速含む)普通車自由席

燿4謬 辣聰鼈爾
「かえりJは福山駅から新幹線にこ乗車いただけます。

彊鷺警蜻◎聰爾
0『 ゆきJ広島駅着、「かえりJ福山駅発

0『 ゆき」福山IR着、rか えり」広島駅発

おとなお一人様あたりの料金で丸 ことも料金は半額で魂

彊盪警鼈中瘍岡

彊聰撃颯蜻聰爾

臨店製品|』勇j澪塁i憑1争ユ脅J馬鶴Lコ肇癬l藁風9月28日 0有効開始分まで発売。
【研」用期間】平成25年 9月 30日 (月 )まで

彊蜻撃聰輪蜻爾彊絋鬱蜻中渉岡

広島フリーエリア(3日間)乗り放題 !

」R普 通列車 (快速含む)普通車自由席

広島市内循環バス'ひろしま めい′ぶる一′8,J

JR往復新幹線

普通車自由席

上記のきつぷは、『発売条件』、『ご利用条件』:こ制限がありま曳 詳しくはご購入前に駅のチラシまたは[トクトクきつj3i__IF樫菫、


