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 西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：長谷川 一明、以下「JR 西
日本」）、株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 網野 知博、以下「ギックス」）、

京都丹後鉄道（以下「丹鉄」）を運行する WILLER TRAINS株式会社（本社：京都府宮津市、代表取
締役：飯島 徹）、京都丹後鉄道利用促進協議会（事務局：宮津市、会長：宮津市長 城﨑 雅文）は、
「丹鉄」を利用して観光を楽しんでいただくデジタルスタンプラリー（以下「本スタンプラリー」）
を、JR 西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」にて 2023年 1月 14日(土)～3月 10日(金)

で実施します。 
本スタンプラリーは、ギックスが提供する個客選択型スタンプラリー「マイグル」を活用したデ

ジタルスタンプラリーです。本スタンプラリーをきっかけに、丹鉄でのおでかけをお楽しみくださ
い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 要】 

１．開催期間 

   2023年 1月 14日(土)～3月 10日(金) 

２．スタンプラリー概要  

  ①WESTERをダウンロードして、本スタンプラリーにエントリーする 

  ②自分だけのスタンプシートを作成する 

    ※「マイグル」搭載の AIが、質問への回答に応じて、スタンプスポットをレコメンドします 

  ③５つのカテゴリのそれぞれでスタンプを達成する 

※開催期間内であれば、複数日にまたがってのスタンプラリー参加も可能です 

  ④スタンプを３つ以上達成後、キャンペーンアンケートに回答して抽選応募を完了させる 

※抽選応募には「列車」カテゴリのスタンプ達成が必要です 

・スタンプを５つ集めてキャンペーンアンケートに回答すると、抽選で 2名様に｢丹鉄ゴールド賞｣をプ 

レゼント 

・スタンプを４つ（内、１つは「列車」カテゴリのスタンプ達成）集めてキャンペーンアンケートに回

答すると、抽選で 4名様に｢丹鉄シルバー賞｣をプレゼント 

移動生活ナビアプリ WESTER を活用し、京都丹後鉄道で地域をめぐる 

『乗ってまわろう！京都丹後鉄道デジタルスタンプラリー』 

を開催します！ 

京都丹後鉄道 
利用促進協議会 



・スタンプを３つ（内、１つは「列車」カテゴリのスタンプ達成）集めてキャンペーンアンケートに回

答すると、抽選で 10名様に｢丹鉄ブロンズ賞｣をプレゼント 

３．その他 

・詳しい参加方法につきましては【別紙１】をご覧ください 

・スタンプの獲得については、スタンプスポットに応じて「①スマートフォンによる GPS チェックイン」

「②スマートフォンでの NFCタグを読み取り」のいずれかになります。 

なお一部の機種は NFCタグリーダーの起動が必要となりますので、【別紙２】も参照ください｡ 

・抽選応募の景品につきましては、【別紙３】をご確認ください。 

・参加店舗（スタンプスポット）につきましては、【別紙４】をご覧ください。 

・注意事項につきましては、【別紙５】をご覧ください。 

 

【補足】 

 １．会社・団体概要 

  （１）西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本） 

JR西日本は、公共交通を担う地域共生企業として西日本エリアの交流人口、関係人口を増加させる

ことを目指す中で、デジタル技術を活用して移動や生活サービスをシームレスに提供する「MaaS」を

重要な経営課題ととらえ、様々な取組みを進めています。 

所在地：大阪府大阪市北区芝田二丁目 4番 24号 

代表者：代表取締役社長 長谷川 一明 

設 立：1987 年 4月 1日 

事業内容：運輸業/流通業/不動産業/その他 

企業 URL：https://www.westjr.co.jp/ 

 

（２）株式会社ギックス 

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた“データインフ

ォームド”推進企業です。アナリティクスを活用し、あらゆる判断をデータに基づいて行えるように

ご支援することで、クライアント企業の経営課題解決を実現しています。 

所在地：東京都港区三田 1-4-28三田国際ビル 11F 

代表者：代表取締役 CEO 網野 知博 

設 立：2012年 12月 

事業内容：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業 

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発 

上記ツールを用いた各種サービスの提供 

企業 URL：https://www.gixo.jp/ 

※JR西日本グループと株式会社ギックスは資本業務提携を締結しています。 

 

（３）WILLER TRAINS株式会社 

WILLER TRAINS 株式会社は、2015 年 4 月より京都府宮津市から舞鶴市を結ぶ「宮舞線」、宮津市か

ら兵庫県豊岡市を結ぶ「宮豊線」、宮津市と福知山市を結ぶ「宮福線」の 3 路線からなる全長 114 ㎞

の『京都丹後鉄道』を運行しています。沿線地域が 10年後も 20年後も安心して暮らせるまちとなる

ことに貢献できるよう、すべての人が自由に移動できる移動サービスの提供に取り組んでいます。 

    所在地：京都府宮津市字鶴賀 2065-4 

代表者：代表取締役 飯島 徹 

設 立：2014年 7月 

事業内容：第二種鉄道事業 

企業 URL： https://trains.willer.co.jp/ 

 

https://www.westjr.co.jp/
https://www.gixo.jp/
https://trains.willer.co.jp/


（４）京都丹後鉄道利用促進協議会 

京都丹後鉄道利用促進協議会は、丹鉄の沿線の市町、市町議会、商工会議所、商工会、観光協会で

構成されており、生活・観光にとって重要な移動手段である丹鉄の存続に向けた利用啓発や利便向上

を図り、地域の発展に寄与するための取組を行っています。 

所在地：（事務局：宮津市企画課企画政策係）京都府宮津市字柳縄手 345-1 

代表者：会長 宮津市長 城﨑 雅文  

設 立：平成 3年 2月 16日 

 

 ２．商品・サービス概要 

（１）移動生活ナビアプリ「WESTER」 

“手のひらで西日本をマスターしよう！“をテーマにした新常態の移動生活をサポート 

する JR西日本公式の MaaSアプリです。 

(https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/） 

 

（２）個客選択型スタンプラリー「マイグル」 

「マイグル」は、お客様の購買行動をもとに最適化された複数の選択肢から、 

自分だけのオリジナルのスタンプラリーを作ることができるスマートフォン向け webアプリ 

ケーションです。購買データやアンケート結果を活用することで、お客様の趣味・嗜好に合わせた 

店舗・サービス・商品などをスタンプラリーの選択肢として AIが提示します。 

お客様は好きなものを選んでスタンプラリーを組み立てることができ、参加率や達成率、 

参加ユーザの満足度を高める効果が期待できます。 

(https://www.mygru.jp/) 

(ギックスではマイグルに関して、複数の特許を出願済みです。【特許 6841539 等】) 

 

  （３）京都丹後鉄道の観光列車 

    【丹後くろまつ号】https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/  

金･土･日･祝日に運行する事前予約制のレストラン列車で、海の京都エリアの風光明媚な景色を眺め

ながら地元の食材を使ったコース料理を堪能できることから、観光客だけでなく、少し豪華な食事を

楽しみたい地元の住民にも人気の列車です。 

    【丹後あかまつ号】https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/akamatsu/  

     土･日･祝日に運行し、日本三景天橋立(宮津市)と西舞鶴間を結ぶ予約制の自由席のカフェ列車です。 

普通運賃に乗車整理券 550 円でご乗車いただけます。 

    【丹後あおまつ号】https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/aomatsu/  

     事前予約不要で普通運賃のみで気軽にご乗車いただける観光列車で、西舞鶴から豊岡を結んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【報道機関のお問合せ先】 

・西日本旅客鉄道株式会社：近畿統括本部経営企画部(広報) 

 (WESTERに関すること) 

TEL：06-7688-7012  

・株式会社ギックス：ＰＲ担当 

 TEL：03-3452-1221  E-mail：info@gixo.jp 

・WILLER株式会社：パブリックリレーションズオフィス 

 TEL：050‐1745₋0840 E-mail：tantetsu-koho@willer.co.jp 

・京都丹後鉄道利用促進協議会：（事務局）宮津市企画財政部企画課企画政策係 

 (スタンプラリーに関すること) 

 TEL：0772-45-1664 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/
https://www.mygru.jp/
https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/
https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/akamatsu/
https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/aomatsu/
mailto:info@gixo.jp


【別紙１】参加方法：スタンプラリー画面イメージについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① WESTERからアクセス ② スタンプラリーを選択 

③ エントリー 

⑤ スタンプを集めよう！ 

④ スタンプシート完成 

スタンプラリーを始める 

をタップする 

エントリーアンケートに答えて 

スタンプシートを作る 

⑥ 抽選応募を完了させよう！ 

スタンプ３つ以上達成後、 

キャンペーンアンケートに 

答えると抽選応募が完了！ 

バナーをタップする 

ホーム画面の 

おトクにＧＯ！ 

をタップする 



① 「設定」アプリをタップ 

【別紙２】ＮＦＣタグリーダーについて 

 

一部の機種（iPhone6～iPhoneX）での NFCタグによるスタンプの押印は、コントロールセンター内にある 

「ＮＦＣタグリーダー」の起動が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 「NFC タグリーダー」を追加 

② 「コントロールセンサー」をタップ 

④ 「NFC タグリーダー」を起動 

⑤ 起動時のイメージ ⑥ 「NFC タグ」を読み取る 

ＮＦＣタグは 

Ｂ６サイズです 

(128×182mm) 



【別紙３】抽選応募の景品について  

スタンプの獲得数によって３つの賞に分かれます。丹鉄ゴールド賞（スタンプ 5個達成）と丹鉄シルバー賞

（スタンプ 4個達成）は、2つの応募コースから選ぶことができ、鉄道が大好きな方は「丹鉄満喫コース」、丹

鉄が走る沿線市町の魅力を楽しみたい方は「地域満喫コース」をお選びください。デジタルスタンプラリーで

周遊していただいた後も、丹鉄や沿線地域を楽しんでいただける景品となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 観光列車くろまつ号 ランチコース 

ペアチケット（お土産付き） 

地域満喫コース( 1名) 

丹鉄ゴールド賞（２コース/２名） 応募条件：スタンプ５個達成 

丹鉄シルバー賞（２コース/４名） 応募条件：スタンプ４個達成（列車スタンプ必須） 

丹鉄ブロンズ賞（１コース/10名 ） 応募条件：スタンプ３個達成（列車スタンプ必須） 

 

〇 特急列車「丹後の海」 N ゲージ 

〇 N ゲージ レールセット 

 

丹鉄満喫コース( 1名) 

〇 京都丹後鉄道グッズ 詰め合わせ 

 

〇 京都丹後鉄道沿線市町の特産品 

〇 京都丹後鉄道グッズ 

地域満喫コース( 2名) 

〇 当選者限定ネーム入りキーホルダー 

〇 ちりめんサコッシュ 

丹鉄満喫コース( 2名) 



【別紙４】参加店舗（スタンプスポット）について 

スタンプは５種類あり、列車・駅（中丹）・駅（丹後・豊岡）・観光施設（中丹）・観光施設（丹後・豊岡）に

分かれます。丹鉄は全長 114ｋｍあり、その沿線市町は京都府・兵庫県北部にまたがります。デジタルスタン

プラリーを進めると、丹鉄や多様な特色のある中丹エリア（綾部市・福知山市・舞鶴市）から丹後・豊岡エリ

ア（宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町・豊岡市）までお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■カテゴリ「列車」 

 このカテゴリのスタンプは、NFCタグにスマホをかざすことで押印されます。なお、一部の機種

（iPhone6～iPhoneX）での押印の場合は、NFCタグリーダーの起動が必要です。 

施設名 施設 URL（住所） 

観光列車  

京都丹後鉄道 KTR300形  

京都丹後鉄道 KTR700/800 形  

 （注意）以下に記載の列車には NFCタグを設置していませんので、スタンプ押印で列車をご利用

になる際にはご注意ください。 

    ・特急車両を含む JR 車両、丹後の海車両はチェックイン対象外となります 

 

■カテゴリ「駅（中丹）」 

 このカテゴリのスタンプは、スマホで GPSチェックインをすると押印されます。 

福知山駅 京都府福知山市駅前町 

福知山市民病院口駅 京都府福知山市厚中問屋町 75 

荒河かしの木台駅 京都府福知山市上荒河 

牧駅 京都府福知山市牧 

下天津駅 京都府福知山市下天津 

公庄駅 京都府福知山市大江町公庄 

大江駅 京都府福知山市大江町河守 409番地の 2 

大江高校前駅 京都府福知山市大江町金屋 

二俣駅 京都府福知山市大江町二俣 

大江山口内宮駅 京都府福知山市大江町内宮 

西舞鶴駅 京都府舞鶴市字伊佐津 216番地の 1 

四所駅 京都府舞鶴市字上福井 1222番地の 2 

東雲駅 京都府舞鶴市字水間 257番地の 2 

丹後神崎駅 京都府舞鶴市字油江 109番地の 4 

 

スタンプ一覧 

  列車  
駅 

 
駅 
中丹 

 
 

中丹 
 

 
 

 



■カテゴリ「駅（丹後・豊岡）」 

 このカテゴリのスタンプは、スマホで GPSチェックインをすると押印されます。 

辛皮駅 京都府宮津市小田 

喜多駅 京都府宮津市今福 

宮村駅 京都府宮津市宮村 

丹後由良駅 京都府宮津市字由良 2048番地の 2 

栗田駅 京都府宮津市字上司 384番地の 2 

宮津駅 京都府宮津市鶴賀 2065番地の 4 

天橋立駅 京都府宮津市字文珠 314番地の 2 

岩滝口駅 京都府宮津市字須津 705番地の 4 

与謝野駅 京都府与謝郡与謝野町字下山田 1332 番地 

京丹後大宮駅 京都府京丹後市大宮町口大野 380番地の 2 

峰山駅 京都府京丹後市峰山町杉谷 992番地の 2 

網野駅 京都府京丹後市網野町下岡 119番地の 2 

夕日ヶ浦木津温泉駅 京都府京丹後市網野町木津元上野 71 番地の 1 

小天橋駅 京都府京丹後市久美浜町浦明 220番地の 2 

かぶと山駅 京都府京丹後市久美浜町甲山 

久美浜駅 京都府京丹後市久美浜町栄町 772番地 

コウノトリの郷駅 兵庫県豊岡市日撫 

豊岡駅 兵庫県豊岡市大手町 3番 40号 

 

■カテゴリ「観光施設（中丹）」 

 このカテゴリのスタンプは、スマホで GPSチェックインをすると押印されます。 

福知山城 京都府福知山市内記 5 

三段池 RAVIHAUSE動物園 京都府福知山市猪崎 377-1 

元伊勢内宮皇大神社 京都府福知山市大江町内宮 217 

平成の大鬼 京都府福知山市大江町佛性寺 909 

大江町和紙伝承館 京都府福知山市大江町二俣 1883 

道の駅舞鶴港とれとれセンター 京都府舞鶴市下福井 905 

舞鶴赤れんがパーク 京都府舞鶴市北吸 1039-2 

田辺城跡 京都府舞鶴市南田辺 15-22 

赤れんが博物館 京都府舞鶴市浜 2011番地 

引揚記念館 京都府舞鶴市平 1584番地 

あやべグンゼスクエア 京都府綾部市青野町亀無 1番地の 2 

大本本部 京都府綾部市本宮町 1-1 

 

 

 

 

 



■カテゴリ「観光施設（丹後・豊岡）」 

 このカテゴリのスタンプは、スマホで GPSチェックインをすると押印されます。 

舟屋日和 京都府与謝郡伊根町字平田 593-1 

水の江里浦島公園 京都府与謝郡伊根町字本庄浜 111-1 

道の駅舟屋の里伊根 京都府与謝郡伊根町字亀島 459 

金毘羅神社 京都府京丹後市峰山町泉 1165-2 

野村克也ベースボールギャラリー 京都府京丹後市網野町網野 367アミティ丹後内 

木下酒造 京都府京丹後市久美浜町甲山 1512 

豪商稲葉本家 京都府京丹後市久美浜町 3102 

ぽっぽや 兵庫県豊岡市日撫 265-1コウノトリの郷駅舎内 

豊岡市立コウノトリ文化館 兵庫県豊岡市祥雲寺 127番地 

玄武洞公園 兵庫県豊岡市赤石 1347 

豊岡まちなかステーションとよぶら 兵庫県豊岡市中央町 7-23 

かや山の家 京都府与謝郡与謝野町字温江 1401 

クアハウス岩滝 京都府与謝郡与謝野町字岩滝 470 

加悦鉄道資料館 京都府与謝郡与謝野町字加悦 433番地 8 

旧尾藤家住宅 京都府与謝郡与謝野町字加悦 1085番地 

旧加悦町役場庁舎 京都府与謝郡与謝野町字加悦 1060番地 

道の駅海の京都宮津 京都府宮津市浜町 3007 

天橋立ビューランド 京都府宮津市文珠 437 

ハクレイ酒造天の蔵 京都府宮津市由良 949 

住吉神社 京都府宮津市上司 1332-1 

 

 

  



【別紙５】スタンプラリーの注意事項について 

 

≪エントリー時の注意事項≫ 

・スタンプラリーへの参加には、スマートフォンアプリ「WESTER」のダウンロードが必要です。 

・スマホの OSの種類やバージョンによっては、キャンペーンサイトが正しく表示されない場合がございます。予めご

了承ください。 

・施設や店舗等の営業日、営業時間は変更になっている場合がございます。施設や店舗等の最新の営業状況等につい

ては、施設や店舗等のウェブサイトや SNS 等で事前にご確認ください。 

 

≪スタンプラリーに関する注意事項≫ 

・スタンプラリー実施に係り、概要や GPS の不具合等について、対象施設や店舗への問い合わせは御遠慮ください。 

・スタンプの押印にはスタンプシートが必要です。 

・スタンプシートの作成には、エントリー時のアンケートへの回答が必要です。 

・施設や店舗等によっては、スタンプの押印に、入場料等や乗車券が必要となる場合がありますので、事前にご確認の

上、スタンプラリーへご参加ください。 

・対象の施設や店舗等をご利用いただいても、スタンプシートにスタンプが押印されていない場合は、スタンプラリ

ーでのご利用とはみなされませんのでご注意ください。 

・スタンプラリーへの参加中に「WESTER」をアンインストールされた場合、それまでに獲得されたスタンプは無効とな

ります。再度「WESTER」をダウンロードいただいても、データの引継ぎ、および復元はされませんのでご注意くださ

い。 

■NFC タグの場合 

・列車内に設置されている NFCタグにタッチすることでスタンプが押印されます。 

・NFC タグにタッチする際に、スマートフォンの故障やバッテリー切れなどでスタンプシートを表示できない場合は、

スタンプが押印されませんのでご注意ください。 

・スマートフォンの機種によっては、「NFC タグリーダー」を起動いただいてスタンプの押印をする必要がありますの

でご注意ください。 

・NFCタグをうまく読み取れない場合は、NFCタグの裏面の QRコードを読み取ることで、スタンプの押印が可能です。 

■GPS チェックインの場合 

・スタンプシートを表示させ、施設や店舗等の指定された範囲内で GPS チェックインをすることでスタンプが押印さ

れます。 

・GPS でのチェックインのため、予めスマホの設定から「WESTER」への位置情報の利用の許可が必要です。 

・GPS でのチェックインの際に、スマートフォンの故障やバッテリー切れなどでスタンプシートを表示できない場合

は、スタンプが押印されませんのでご注意ください。 

 

≪スタンプカテゴリ別の注意事項≫ 

■カテゴリ「列車」について 

・このカテゴリのスタンプは、NFC タグにスマホをかざすことで押印されます。なお、一部の機種（iPhone6～iPhoneX）

での押印の場合は、NFCタグリーダーの起動が必要です。 

・スタンプの押印には、対象列車への乗車が必要となります。 

・対象の列車をご利用いただいても、スタンプシートにスタンプが押印されていない場合は、スタンプラリーでのご

利用とはみなされませんのでご注意ください。 

 

・（注意）以下に記載の列車には NFCタグを設置していませんので、スタンプ押印で列車をご利用になる際にはご注意

ください。 

※特急車両を含む JR車両、丹後の海車両はチェックイン対象外となります 



■カテゴリ「駅(中丹)」「駅(丹後・豊岡)」「観光施設(中丹)」「観光施設(丹後・豊岡)」について 

・このカテゴリのスタンプは、スマホで GPSチェックインをするとスタンプが押印されます。 

・スタンプシートを表示させ、施設や店舗等の指定された範囲内で GPS チェックインをすることでスタンプが押印さ

れます。 

・GPS でのチェックインのため、予めスマホの設定から「WESTER」への位置情報の利用の許可が必要です。 

・GPS でのチェックインの際に、スマートフォンの故障やバッテリー切れなどでスタンプシートを表示できない場合

は、スタンプが押印されませんのでご注意ください。 

 

≪スタンプ達成後の注意事項≫ 

■抽選応募について 

・スタンプラリー期間終了後、抽選応募の条件を満たした方の中から抽選を行います。 

・抽選応募はキャンペーン終了日の 23 時 59 分までに、スタンプラリー達成、かつキャンペーンアンケートの回答を

している場合に自動で実施されます。応募に際しご自身で操作をいただく必要はございません。 

・抽選応募の当選通知は、「WESTER」のプッシュ通知によりお知らせしますので、「WESTER」のプッシュ通知機能を許可

いただくことをおすすめします。なお、プッシュ通知の許可がない場合でも、「WESTER」内のお知らせ一覧にメッセ

ージは配信いたします。 

・「WESTER」をアンインストールされてしまうと、当選通知のプッシュ通知等が届かなくなりますのでご注意ください。 

・当選通知に、発送手続きに関するご連絡（配送先登録フォームのご案内等）がございますので、入力締切日までに必

要事項の入力をお願いします。なお、当選通知は 2023 年 3 月中旬～3 月下旬ごろを予定しておりますが、諸事情に

より時期が前後する場合があります。予めご了承ください。 

■賞品発送について 

・当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。 

・配送先登録フォームを当選者以外の方に共有した場合、当選が無効となります。 

・配送先登録フォームへの入力締切日までに配送先の入力がない場合は、当選を無効とさせていただきます。 

・賞品の配送は、日本国内に限らせていただきます。 

・賞品の配送は一住所１つまでとさせていただきます。 

・賞品の変更や返品には応じかねます。 

・賞品のインターネット・オークション等での意図的な転売行為はご遠慮ください。 

・賞品の配送は 2023年 4月上旬～4月中旬ごろを予定しておりますが、諸事情により時期が前後する場合があります。

予めご了承ください。 

 

≪その他の注意事項≫ 

・本スタンプラリーは、京都丹後鉄道利用促進協議会が主催するものであり、Apple Inc. およびアップル関連会社、

Google LLC は一切関係ありません。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、おでかけの際は新しい生活様式の実施へのご協力をお願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止などの事情により、掲載情報が中止や変更となる場合があります。おでかけ前に

ご確認ください。 

・掲載の情報は 2023年 1月 1日現在の情報です。 

 

≪システムトラブル時のお問合せ先≫ 

・本スタンプラリーのシステムトラブルの際は以下のメールアドレス宛にご連絡ください。 

（ただし、賞品発送に関することは除きます） 

E-MAIL：wester-support@westjr.co.jp 

mailto:wester-support@westjr.co.jp

