
 

 

2 0 2 3 年 3 月 23 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

株 式 会 社 ギ ッ ク ス 

 

熱烈入部大歓迎!! WESTER ハイキング部はじめました。 

～WESTER でハイキングに出かけて素敵な賞品を手に入れよう～ 

 

JR 西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」とハイキングをコラボレーションしたキャンペーン（以下「本キャン

ペーン」）を実施します。 

2023 年４月から WESTER 上に「WESTER ハイキング部」を創部します。WESTER ハイキング部では、

年間を通じて多くのハイキング愛好家の皆さまにお楽しみいただいている「JR ふれあいハイキング」をはじめとした様々なハ

イキングの企画をご紹介し、ご参加回数に応じて抽選で素敵な賞品があたるキャンペーンを実施します。（部費、年会

費等不要！） 

「WESTER ハイキング部」の企画を通じて、地域の魅力的な自然や文化に触れていただく機会をご提供し、皆さまの

ウェルビーイングな暮らしに貢献できればと思います。 

今後季節ごとに地域のみなさまと連携した様々なハイキングコースを設定していく予定です。お楽しみに！！ 

※本キャンペーンは、株式会社ギックスが提供する商業施設・観光事業者向けキャンペーンツール「マイグル」の仕組みを

活用して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要（詳細は「別紙 1」をご覧ください） 

実施期間 2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 

※WESTER での専用ページへのアクセスは 2023 年 4 月 1 日（土）00：00 から可能です。 

実施内容 ・年間を通じてハイキング部内の対象ハイキングコースに参加しスタンプを集めるデジタルスタンプラリー。 

・集めたスタンプ数に応じて（年間・企画毎）、素敵な賞品を獲得するチャンス。 

・年度の途中からでも参加しやすい企画です。 

・４月は「WESTER×春のふれあいハイキング」111 コースからスタート！対象コースは随時拡大していきます。 



賞 品 【もれなくプレゼント】 WESTER ハイキングマスターバッジ（年間スタンプ 50 個獲得） 

（年 間）【抽選でプレゼント】 WESTER ポイント※1 3,000 ポイント 20 名様 

（年間でスタンプを 10 個獲得※2） 

抽選は 10 名様分ずつを年二回（10 月、4 月）行います。 

※1 WESTER ポイントとは JR 西日本グループ共通のポイントサービスです。今回

付与されるポイントは WESTER ポイント（基本）となります。 

WESTER ポイントの詳細についてはこちら 

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/ 

※2 10 個一口として応募できます 

2. WESTER×春のふれあいハイキングのご紹介（春の対象コース） 

実施期間 2023 年 4 月 1 日～6 月 30 日 

対象コース 全 111 コース（詳細は別紙 2 をご覧ください） 

賞 品 【抽選でプレゼント】 WESTER ポイント※1 1,000 ポイント 10 名様 

（期間中にスタンプを 5 個獲得※2） 

※1 付与されるポイントは WESTER ポイント（基本）です。 

※2 5 個一口として応募できます。 

 

3. その他 

賞品の内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

やむを得ない理由でハイキングが中止または内容が変更になる場合がございます。 

 

ＪＲ西日本グループの地域共生の取り組みについて 

私たちはこれからも沿線地域の皆様と一体となって 

魅力的で持続可能な地域づくりに取り組み、 

人々の出会いと笑顔あふれる暮らしを支えます。 

https://www.westjr.co.jp/company/action/region/ 

 

 

 

  

今回ご案内の取り組みは、SDGｓの 17 のゴールのうち、特に 8 番、11 番、17 番に貢献するものと考えています。 

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/
https://www.westjr.co.jp/company/action/region/


補足 

商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」 

マイグルは、2020 年 3 月に提供を開始した、商業施設の買い回りや観光地の周遊促進を目的としたデジタルスタン

プラリー形式のキャンペーンの実施・運営・管理ツールです。買い回り促進や来店頻度向上等を目的としたスタンプラリ

ーを LINE やクライアント企業独自の購買システム・ポイントシステム上で簡単に提供することができます。また、オンライ

ンと比較し取得難易度が高いオフラインの施設や店舗での利用・回遊行動等のデータの取得・蓄積・分析が可能で、

各種施策の PDCA を実現いたします。 

（https://www.mygru.jp、特許出願済 特許 6841539 等） 

 

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 

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。 

https://www.mygru.jp/
https://www.gixo.jp/


別紙 1 

【参加方法】 

① JR 西日本が提供する移動生活ナビアプリ 「WESTER」をダウンロードしていただき、 「おトクに GO！」をタップ！ 

※既にダウンロードされている場合は不要です。 

② 表示される「WESTER ハイキング部」のバナーをタップして入部！ 

③ キャンペーン対象コースのハイキングに参加し、受付時に GPS チェックインをしてスタンプを獲得！ 

※１コースにつき 1 スタンプ獲得可能です。 

④ キャンペーン期間中に獲得したスタンプ数に応じて賞品獲得のチャンスがあります 

（WESTER ハイキング部【年間】、ハイキング企画毎のそれぞれで賞品獲得のチャンスがあります） 

⑤ 年間スタンプシートのスタンプは 2024 年 3 月 31 日まで有効です。 

 

【画面イメージ】※画面はイメージです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加イメージ】 ※画面はイメージです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ハイキングに参加！！ 受付で GPS チェックイン！！ 

②スタンプゲット！！ 

年間スタンプシートにスタンプ押印！ 

なんと！同時に企画毎のスタンプも貯まっていきます！ 

③たくさん貯めて賞品獲得目指そう!! 

「おトクに GO!」から 

「WESTER ハイキング部」へ!! 

ハイキング受付で 

「チェックイン」を押下!! 

その場でスタンプゲット!! 

どんどん集めよう!! 

企画毎のスタンプシートにもスタンプ押印！ 



WESTER×春のふれあいハイキング　対象コース

№ 開催日 コース名 集合場所

1 4/1（土） 琵琶湖疏水と醍醐寺ウオーク ラクト山科公園

2 4/1（土） 府営寝屋川公園で桜を満喫 学研都市線 寝屋川公園駅　駅前広場

3 4/1（土） なにわの桜いっぱいW 大阪城公園森ノ宮噴水広場

4 4/1（土） 鶴見緑地の「アーモンドの花」を見に行こう 大阪環状線　桜ノ宮駅西出口

5 4/2（日） 「高槻各地の桜」「チューリップ」観賞コース JR京都線　高槻駅

6 4/4（火） 平城京跡から薬師寺へ 大和路線 奈良駅 駅前広場

7 4/5（水） 春爛漫八百八橋･桜花観賞 扇町公園

8 4/8（土） 山麓リボンの道③ JR神戸線 神戸駅

9 4/8（土） 幻の大仏鉄道の遺構を訪ねて 大和路線 奈良駅改札口前

10 4/8（土） 龍田大社と達磨会式 大和路線 王寺駅北広場雪丸前

11 4/9（日） 斑鳩から安堵へ なごりの桜を愛でる 大和路線 法隆寺駅

12 4/9（日） くろんど園地と「水芭蕉･カタクリ」の花 学研都市線 河内磐船駅

13 4/10（月） 圧巻､250万本満開！＆桜並木 万葉まほろば線 桜井駅

14 4/12（水） 造幣局･桜の通り抜け 大阪市役所南側

15 4/13（木） 新緑の醒井渓谷とチューリップ畑 東海道本線 醒ヶ井駅改札口

16 4/14（金） 里山のミツバツツジの小径を行く 学研都市線 松井山手駅

17 4/15（土） 竹の径からキリシマツツジの長岡天満宮へ JR京都線 向日町駅

18 4/15～23及び5/6～6/25の土・日 宇治茶巡りガイドツアー 奈良線 宇治駅 南出口下 観光案内所前

19 4/15（土） どこを向いても藤､藤また藤 野田藤めぐり 福島公園

20 4/15（土） 爽快‼墳丘から大阪市街を見渡す 天王寺公園・てんしば

21 4/15（土） 世界遺産のまち新宮･熊野のまちなみめぐり きのくに線 新宮駅前広場

22 4/16（日） 山背古道を歩く① 城陽駅～玉水駅 奈良線 城陽駅

23 4/16（日） 淀川チャレンジウオーク 毛馬桜之宮公園

24 4/19（水） 咲き誇る野田藤観賞 大阪城公園森ノ宮噴水広場

25 4/20（木） 新緑の里山と社寺を訪ねるハイキング 学研都市線 JR三山木駅

26 4/21（金） 伊吹の里を歩き円空仏を愛でる 東海道本線 近江長岡駅改札口

27 4/21（金） 家康も泊まった徳川三代の御殿跡を探訪 琵琶湖線 野洲駅北出口

28 4/22（土） 春爛漫の賤ヶ岳と余呉湖を楽しむ 北陸本線 余呉駅

29 4/22（土） 近江八幡を愛したヴォーリズさんの建物探訪 琵琶湖線 近江八幡駅北口観光案内所前

30 4/22（土） 長岡天満宮つつじ観賞ウオーク JR京都線 長岡京駅

31 4/23（日） 敗者石田三成が再起をかけて潜伏した岩窟 北陸本線 木ノ本駅 東口待合室

32 4/23（日） 岩戸山十三仏千日会と太郎坊トレッキング 琵琶湖線 安土駅南側

33 4/23（日） 大阪の下町から「野田藤の里」へ 大阪環状線 新今宮駅西口

34 4/28（金） ビオラ･バラ･チューリップなど 学研都市線 放出駅南公園

35 4/29（祝・土） 丁野山城･中島城と小谷城本丸へ 北陸本線 河毛駅東口

36 4/29（祝・土） 天平時代の誕生仏が眠る善水寺を訪れる 草津線 三雲駅

37 4/29（祝・土） 徳川家康③ 東照大権現 狛犬めぐり‼ JR京都線 京都駅中央口駅前広場（東側）

38 4/29（祝・土） 京都･鳥羽の藤と京の社寺めぐり 久世高田第三公園

39 4/30（日） 宇治の茶園でお茶摘み体験しませんか！ 奈良線 宇治駅南出口下観光案内所前

40 4/30（日） 川底トンネルからとんぼりウオークへ 大阪環状線 西九条駅

41 4/30（日） 住吉大社と浅香山浄水場のつつじ 長居公園

42 5/2（火） 長瀬川はブルースがよく似合う 放出駅南公園

43 5/3（祝・水） 賤ヶ岳から峠越えで娑婆内湖､塩津海道へ 北陸本線 木ノ本駅東口

44 5/3（祝・水） 湖畔を歩き鍋冠祭と武者行列を見学 琵琶湖線 米原駅在来線改札口

45 5/3（祝・水） 特別公開 菩提寺古絵図で戦国時代に触れる 草津線 石部駅

46 5/3（祝・水） 「芥川の鯉のぼり」「高槻ジャズストリート」観賞 JR京都線 摂津富田駅

47 5/3（祝・水） 北摂の古墳群から1000匹の鯉のぼりへ JR京都線 茨木駅

48 5/3（祝・水） 浅香山のツツジ観賞 長居公園

49 5/4（祝・木） 春風そよぐ琵琶湖岸と伝統の公家奴振り 琵琶湖線 米原駅在来線改札口

50 5/5（祝・金） 野崎まいりは歩いてまいろう 学研都市線 野崎駅 駅前広場

51 5/5（祝・金） 幹線道路！国道1･2号線を西宮へ歩く 大阪環状線 天満駅

52 5/6（土） 新緑の西の湖（びわ湖よし笛ロード）散策 琵琶湖線 安土駅観光案内所前

53 5/6（土） 摂津市のこいのぼりをみに行こう（大正川） 庄一丁目児童遊園

54 5/6（土） 小野アルプス縦走 加古川線 市場駅

55 5/7（日） 武庫川河川敷と阪神競馬場 JR神戸線 甲子園口駅

56 5/10（水） なにわのバラ園満喫 扇町公園

57 5/11（木） 青紅葉の一休寺で座禅体験しよう！ 学研都市線 京田辺駅

58 5/13（土）・27（土） 伊吹山の高山植物観察と山頂をお散歩 琵琶湖線 米原駅東口

59 5/13（土） 山麓リボンの道④ JR神戸線 須磨駅

60 5/13（土） ビーナスブリッジから神戸を望む 東遊園地（市役所側）

61 5/14（日） 若園公園の「サンショウバラ」を見に行こう JR京都線 茨木駅

62 5/15（月） 「葵祭」観賞ウオーク JR京都線 京都駅中央口駅前広場（東側）

63 5/17（水） 信長と長政攻防の舞台「長比城址」を訪ねる 東海道本線 柏原駅改札口

64 5/17（水） 大阪8低山巡り（Part-1） 今津公園

65 5/18（木） 室町幕府を動かした日野一族を訪ねて 奈良線 桃山駅

66 5/20（土） 新緑の小谷城跡を一周しよう 北陸本線 河毛駅東口

67 5/20（土） 嵯峨野トロッコ列車､誕生ヒストリー 嵯峨野線 保津峡駅

68 5/20（土） 春の天王山ウオーキング2023（登山コース、山麓コース） 大山崎ふるさとセンター

69 5/20（土） 日本武尊の降臨‼和泉国一之宮大鳥大社へ 阪和線 鳳駅前ロータリー（東側）

70 5/21（日） 山城の傑作､玄蕃尾城跡を訪ねて 北陸本線 木ノ本駅東口

71 5/21（日） 聖徳太子伝説の太郎坊宮 御田植大祭と散策 近江鉄道 八日市駅

72 5/21（日） 大阪港町「渡船場」めぐり 大阪環状線 大正駅

73 5/23（火） 尼崎市の「バラの公園」めぐり 昭和公園

74 5/24（水） 旧街道を歩く②大和川越え 東雲公園

75 5/25（木） 家康公 伊賀越えの道を辿る 学研都市線 松井山手駅

76 5/27（土） 宇治川の橋を渡り風と遊ぶ 奈良線 黄檗駅 駅前ロータリー

77 5/27（土） 270°大パノラマ展望 大和路線 奈良駅

78 5/27（土） 熊野街道と池上曽根遺跡 肥子公園

79 5/28（日） 山背古道を歩く② 玉水駅～木津駅 奈良線 玉水駅

80 5/28（日） 矢倉緑地公園へ行こう 御幣島東公園

81 5/28（日） 白鷺公園の「花菖蒲」から西高野街道を歩く 阪和線 堺市駅

82 6/3（土） 賀茂神社と御猟野乃杜牧場で馬とふれあう 琵琶湖線 近江八幡駅北口観光案内所前

83 6/3（土） 農業公園の「バラ」と「田能遺跡」をめぐる JR宝塚線 猪名寺駅

84 6/4（日） 山門水源の森が輝く季節 湖西線 永原駅

85 6/4（日） 交野ケ原と紫陽花観賞 学研都市線 河内磐船駅

86 6/7（水） 吉志部瓦窯跡･紫金山公園 JR京都線 岸辺駅

87 6/7（水） 重要文化財澤井家の見学といにしえの染体験 学研都市線 大住駅

88 6/10（土） 落城の小谷城跡探訪しようー月所丸 北陸本線 河毛駅東口

89 6/10（土） 星ケ崎城址と鏡宿周辺史跡探訪 道の駅「竜王かがみの里」

90 6/10（土） 池田の公園と花菖蒲観賞 西猪名公園

91 6/10（土） 時の記念日ウオーク 明石公園兜日時計前

92 6/11（日） 大阪の「ジャカランダ」を見に行こう！ 大阪環状線 天王寺駅中央口改札

93 6/13（火） 堺市･白鷺公園の花菖蒲 観賞ウオーク 東雲公園

94 6/15（木） 木津川の渡し場跡巡りin京田辺 学研都市線 大住駅

95 6/17（土） 賤ヶ岳から余呉湖畔を歩きアジサイを楽しむ 北陸本線 高月駅東口

96 6/17（土） AOWAウオーク（1）全国アルコロジー大阪大会 扇町公園

97 6/18（日） モネ「睡蓮」そっくりさんを観に行こう JR京都線 向日町駅

98 6/18（日） なんばパークス～一心寺～長居公園 大和路線 JR難波駅 駅南広場

99 6/18（日） 「紫陽花パック」山田池ミステリーウオーク 学研都市線 長尾駅

100 6/20（火） 泉南市の旧跡を訪ねて 阪和線 和泉砂川駅 駅前広場

101 6/21（水） 法善寺横丁･水かけ不動尊 大阪市役所南側

102 6/24（土） いにしえの古城と天然記念物ウツクシマツ 草津線 石部駅

103 6/24（土） 京都「西山古道」アジサイハイキング 善峯寺バス停

104 6/24（土） 神戸ウオーターフロントウオーク JR神戸線 灘駅

105 6/24（土） 東宇治の古跡散歩 奈良線 宇治駅南出口下観光案内所前

106 6/25（日） 賤ヶ岳合戦と伝統産業（糸取り）を学ぶ 北陸本線 木ノ本駅東口

107 6/25（日） 夏越の祓（なごしのはらえ）散策ウオーク 嵯峨野線 二条駅

108 6/25（日） 下町情緒あふれる大和田街道から伝法水門へ 大阪環状線 福島駅

109 6/27（火） 芦屋海岸通りを散策 JR神戸線 芦屋駅 駅北広場

110 6/28（水） 平安京と七野めぐり 栂尾公園

111 6/29（木） なにわの女神はあなたに微笑むでしょうか 大阪環状線 天王寺駅中央口改札

別紙２


