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位置ゲーのコロプラ、関東エリア限定スタンプラリーキャンペーンを開始 

～関東一都六県のコロカ店＆提携交通機関が参画！コロプラはおでかけを応援しています！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社コロプラ（代表取締役社長：馬場功淳、本社：東京都渋谷区、以下「コロプラ」）は「おでかけし

て地域に活力を」という設立理念に基づき、携帯位置情報ゲーム「コロニーな生活」と連動した「地域応援キ

ャンペーン［関東編］」を2013年7月20日から開始いたします。 

 

本企画は移動・おでかけ意欲の高いコロプラユーザとのコラボレーションで、関東地方の地域活性化を目的

としています。関東一都六県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県）のコロカ店、

交通機関を横断したキャンペーンを実施し、ユーザの関東地方へのおでかけ促進ならびに現地での消費活動の

活性化を図ります。今後も本プロジェクトではリアルイベントなどを含めた様々な地域活性化施策を随時実施

してまいります。 

 

コロプラは”Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、コロプラが提供するエンターテインメ

ントでネットとリアルをつなぎ、人びとの日常がより楽しく、より素晴らしくなることを目指しています。本

取り組みを通じて、”おでかけ”につながる機会の創出を拡大させ、地域経済の活性化を図るとともにユーザの

日常生活をより楽しくする一助となれればと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キャンペーン台紙】 



【実施概要】 

●名称    ：地域応援キャンペーン［関東編］ 

●対象エリア ：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県 

●期間    ：2013 年 7 月 20 日（土）～2013 年 9 月 30 日（月） 

 ●対象コロカ店・事業者（全て 7 月 19 日現在の会社・店舗数） 

  ①コロカ店：31 店舗 

東京都：9 店舗、神奈川県：5 店舗、埼玉県：3 店舗 

千葉県：6 店舗、茨城県：2 店舗、栃木県：3 店舗、群馬県：3 店舗 

  ②交通機関：12 社（コロカ配布対象箇所全箇所で対応） 

 

【キャンペーン内容】 

① キャンペーン期間中に対象店舗・施設でオリジナルスタンプをもらおう 

  対象のコロカ店、交通機関を指定の条件で利用すると、コロプラ特製スタンプとキャンペーン台紙がもら

えます。スタンプの種類はコロカ店ごとに異なります（交通機関は全社共通です）。 

  

＜スタンプ入手条件＞ 

  ■コロカ店：2,000円以上お買い上げごとにスタンプ1個 

  ■交通機関：乗り物コロカ対象きっぷ購入１枚につきスタンプ1個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② スタンプを3個集めて、キャンペーン特別コロカをGETしよう 

スタンプを3個集めて台紙に貼り、対象のコロカ店に持っていくと、コロカ店の所在都県ごとにキャンペ

ーン特別コロカ1枚と引き換えることができます（スタンプ3個押印済の台紙1枚につきコロカ1枚）。さ

らに、「コロニーな生活」内にてコロカ裏面のシリアルナンバーを入力すると、各コロカに応じたオリジ

ナルデジタルアイテム「コロカ店な心」を取得できます。さらに「コロカ店な心」シリーズ4種類のうち、

異なる3つを合成するともれなく限定デジタルアイテムとして「関東応援なペイント2013」を取得できま

す。※コロカを引き換えることができるのは、対象のコロカ店のみとなります。 

 

＜キャンペーンコロカの内容と引き換え箇所＞ 

  ■東京都のコロカ店 

    ・取得可能コロカ  ：関東コロカ［東京］ 

    ・取得可能アイテム ：コロカ店な心［東京］ 

■神奈川県、埼玉県のコロカ店 

    ・取得可能コロカ  ：関東コロカ［神奈川・埼玉］ 

    ・取得可能アイテム ：コロカ店な心［神奈川・埼玉］ 

■千葉県、茨城県のコロカ店 

    ・取得可能コロカ  ：関東コロカ［茨城・千葉］ 

    ・取得可能アイテム ：コロカ店な心［茨城・千葉］ 

■栃木県、群馬県のコロカ店 

    ・取得可能コロカ  ：関東コロカ［栃木・群馬］ 

    ・取得可能アイテム ：コロカ店な心［栃木・群馬］ 

オリジナルスタンプ 

（例：東京都 壱番屋） 



③ キャンペーン特別コロカを4枚集めて称号をGETしよう 

「コロニーな生活」内にてキャンペーン特別コロカ裏面のシリアルナンバーを4枚分入力すると、 

もれなく「関東サポーター2013」の称号を獲得することが出来ます。さらに、「関東コロカ［東京］、関東

コロカ［神奈川・埼玉］、関東コロカ［茨城・千葉］、関東コロカ［栃木・群馬］」４種類すべてのシリアル

ナンバーを入力すると、「関東応援団長2013」の称号が獲得できます。 

 

【オリジナルスタンプ押印箇所一覧】 

  ※敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。 ※その他すべての商標は、各々の所

有者の商標または登録商標です。 

 

 

【株式会社コロプラ 会社概要】 

社名：  株式会社コロプラ http://colopl.co.jp 

所在地：  東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー32F 

設立：  2008 年 10 月 1 日 

資本金：  15 億 8,277 万円 

代表者：  代表取締役社長 馬場功淳 

事業内容： 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営 

リアル連携サービスの提供 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社コロプラ 経営企画部 斉藤・奥島・真木 press@colopl.co.jp 

②乗り物

1 東京都 東武トラベル
関東コロカ

[東京]

2 神奈川県 大山観光電鉄（小田急）
3 神奈川県 伊豆箱根鉄道（大雄山線）
4 埼玉県 秩父鉄道
5 千葉県 銚子電鉄
6 千葉県 いすみ鉄道
7 茨城県 ひたちなか海浜鉄道
8 茨城県 関東鉄道（常総線）
9 茨城県 関東鉄道（竜ヶ崎線）

10 栃木県 真岡鐵道
11 群馬県 わたらせ渓谷鐵道
12 群馬県 上毛電気鉄道
13 群馬県 上信電鉄

関東コロカ

［神奈川・埼玉］

関東コロカ
［茨城・千葉］

関東コロカ
［栃木・群馬］

NO 都道府県 会社名 コロカ種類

①コロカ店

1 東京都 銀座文明堂 東銀座店
2 東京都 壱番屋
3 東京都 門脇硝子加工所
4 東京都 マザーウォーター東京ショーケース

5 東京都 谷口酒造
6 東京都 延楽梅花堂
7 東京都 染の里　二葉苑
8 東京都 シュトゥーベン・オータマ
9 東京都 奥多摩わさび本舗　山城屋

10 神奈川県 鎌倉あきもと
11 神奈川県 大磯 井上蒲鉾店
12 神奈川県 茶加藤
13 神奈川県 浜松屋　本店
14 神奈川県 羽床総本店　本店
15 埼玉県 コエドブルワリー三芳工場
16 埼玉県 玩古庵
17 埼玉県 狭山茶　増岡園
18 千葉県 加藤海苔店
19 千葉県 水郷のとりやさん
20 千葉県 有限会社　カネヨン水産
21 千葉県 福島園
22 千葉県 山十商店
23 千葉県 木戸泉酒造
24 茨城県 西岡本店
25 茨城県 つむぎの館
26 群馬県 芳房堂
27 群馬県 尾瀬ドーフ
28 群馬県 もろみ漬本店
29 栃木県 日光石田屋
30 栃木県 大麦工房 ロア
31 栃木県 有限会社林屋川魚店

関東コロカ
［栃木・群馬］

コロカ種類

関東コロカ
[東京]

関東コロカ
［神奈川・埼玉］

関東コロカ
［茨城・千葉］

店舗名都道府県NO

mailto:press@colopl.co.jp

