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湯浅広川えきからワクワク検討委員会  

湯浅広川えきからワクワク検討委員会 

「#エモい町 湯浅・広川フォトコンテスト」 

「湯浅・広川えきからワクワクスタンプラリー」を開催します！ 
 

湯浅町・広川町・JR 西日本和歌山支社は 2020 年 12 月 1 日、特急くろしおの湯浅駅の利用促進

を図ることによるまちの発展、交流人口の拡大を目指し、連携協定を締結しています。 

連携協定に基づく、「湯浅広川えきからワクワク検討委員会」により様々な企画を実施していま

すが、昨年度に引き続き「#エモい町 湯浅・広川フォトコンテスト」「湯浅・広川えきからワクワ

クスタンプラリー」を実施します。 

今年度もフォトコンテスト期間中は、特別に鉄道むすめの JR 西日本和歌山支社キャラクター

「黒潮しらら」がきのくに線「湯浅駅」及び「広川ビーチ駅」に助勤予定です。ぜひ特急くろしお

に乗って和歌山県湯浅町、広川町へお越しください。 

 

１．#エモい町 湯浅・広川フォトコンテスト ※詳細は「別紙１」「別紙２」を参照 

（１）募集期間 

2022 年 10 月１日（土）～12 月 31 日（土） 

（２）応募資格 

①プロ・アマ問わず日本在住の方 

②Instagram 公開アカウントをお持ちの方 

③「別紙１」応募規約に同意いただける方 

（３）応募方法 

①ご自身の Instagram にて、湯浅広川えきからワクワク検討委員会公式アカウント 

「@yuasahirogawa_ekiwaku」をフォロー 

②次のハッシュタグを両方つけて投稿 「＃エモい町湯浅広川」「＃特急くろしお 2022」 

（３）結果発表 

2023 年１月下旬（予定） 

（４）参加者への賞品（委員会で当選者を審査します） 

①風景部門 

最優秀賞（１名）栖原温泉ペアお食事券 

優 秀 賞（５名）湯浅の特産品詰め合わせ 

②グルメ部門 

 最優秀賞（１名）滝原温泉ほたるの湯ペア宿泊券（一泊二食付） 

優 秀 賞（５名）広川の干物セット 

③くろしお部門 

最優秀賞（１名）ホテルグランヴィア和歌山ペア宿泊券（朝食付） 

優 秀 賞（５名）黒潮しららグッズセット（タオル、パスフォルダー） 

   ④サンキュー 賞（10 名） 

抽選で湯浅広川えきワクセットをプレゼントします。 

 



  

２．湯浅・広川えきからワクワクスタンプラリー ※詳細は「別紙３」「別紙４」を参照 

（１）開催期間 

2022 年 10 月 26 日（水）～12 月 6 日（火） 

（２）参加方法 

ＪＲ西日本移動生活ナビアプリ「ＷＥＳＴＥＲ」からエントリーし、 

「ＩＣＯＣＡ」「特急くろしお」「湯浅町エリア」「広川町エリア」 

の４つのカテゴリーの各スタンプを集めよう！ 

（３）参加者への賞品 

①参加賞 

特急くろしおスタンプをゲットすると鉄道むすめ｢黒潮しらら」の 

限定クリアファイルをプレゼント（先着 400 名様） 

②スタンプコンプリート賞 

全てのカテゴリースのタンプをゲットし、アンケートに答えると 

湯浅町・広川町の特産品を抽選でプレゼント（各 10 名様） 

・湯浅町特産品 「湯浅の美味いもんセット」 

・広川町特産品 「不知火（しらぬい）18 玉～20 玉」 

 

 

 

※写真はすべてイメージです  

 

 

 

 



別紙１                     

「#エモい町湯浅・広川フォトコンテスト」応募概要 

「応募概要」 

・応募写真は、キャンペーン期間中に特急くろしおの車内や湯浅町・広川町で見つけた「レトロ感

またはエモさを連想させるもの」とし、お一人様何点でも応募可能です。 

「賞品」 

①風景部門   最優秀賞１名 栖原温泉ペアお食事券 

優秀賞５名  湯浅町の特産品詰め合わせ 

②グルメ部門  最優秀賞１名 滝原温泉ほたるの湯ペア宿泊券（一泊二食付き） 

優秀賞５名  広川の干物セット 

③くろしお部門 最優秀賞１名 ホテルグランヴィア和歌山ペア宿泊券（一泊朝食付） 

優秀賞５名  黒潮しららグッズセット（タオル、パスフォルダー） 

 ※更に、抽選で 10名の方に「湯浅広川えきワクセット」をプレゼントします 

「応募資格」 

 プロ・アマ問わず日本在住の方、Instagram公開アカウントをお持ちで本規約に同意いただける方 

「応募方法」 

１．Instagramで「湯浅広川えきからワクワク検討委員会」の公式アカウント

「@yuasahirogawa_ekiwaku」をフォロー 

２．次のハッシュタグを両方つけて投稿 「＃エモい町湯浅広川」「＃特急くろしお 2022」 

「募集期間」 

2022年 10月１日（土）～12月 31日（土） 

「審査基準・審査方法」 

本フォトコンテストの募集テーマに関し、「くろしおの車内や湯浅町・広川町で見つけた「レトロ

感またはエモさを連想させる風景やモノなど」とし審査員の主観にて審査を行います。ただし、写

真の撮影技術を競うものではありません。 

「結果発表」 

 2023年 1月末頃を予定しております。 

「入賞者への連絡方法」 

 公式アカウントのダイレクトメッセージよりご連絡させていただきます。 

 ※入賞連絡後、７日以内にご返信いただけない場合、入賞が無効になりますのでご注意ください。 

「注意事項」 

 応募規約を一読ください。規約外の作品は応募無効といたします。 

「主催者」 

湯浅広川駅からワクワク検討委員会 

湯浅町 http://www.town.yuasa.wakayama.jp/ 

広川町 https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/ 

西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社 総務企画課  

http://www.town.yuasa.wakayama.jp/
https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/


 

別紙２ 

 

「#エモい町湯浅・広川フォトコンテスト」応募規約 

 

①注意事項 

・応募者は、応募の時点で応募要項・利用規約に同意されたとみなします。 

・本サイトに掲載されている応募方法で応募された作品のみ有効となります。 

・カメラアプリ・画像編集アプリ・画像編集ソフト等で編集・加工した作品も応募できます。ただし、極端な修正・

特殊加工・合成を施したもの、アプリ等のデコレーション機能を使用したものと主催者が判断した応募作品は、

選考対象外となる場合がございます。 

・投稿にあたって、投稿者に万一何らかの損害が生じた場合においても、責任を負いかねます。 

・入賞の権利を第三者に譲渡または換金することはできません。 

・入賞された商品を交換することはできません。 

・商品の発送は日本国内に限らせていただきます。 

・応募する作品は、応募者本人が制作・撮影した著作権を有するものとし、未発表の物に限ります。また、作品に

第三者が権利を有する著作物、第三者の肖像が写っている場合は、その著作物の権利者または肖像の本人（18 歳

未満の場合は保護者）から事前に了承を得たうえで応募するものとします。 

・応募は複数回可能ですが、同一写真の応募は１回のご応募とみなします。 

・１回の投稿で同時に複数画像を投稿した場合、審査対象は１番目に登録された画像のみとなります。 

・本コンテストは Instagram が主催するものではありません。 

・応募後のユーザー名の変更はご遠慮ください。 

・投稿後にフォローを外しますと、仮に入賞していても入賞が無効となります。また、ユーザーアカウントが非公

開設定になっている場合、写真が確認できないため、審査対象外となります。 

 

②応募作品の取り扱い 

・入賞内定者にはメールにて、より解像度の高い画像データ(１MB 以上)の追加提出をお願いすることがあります。 

・主催者は、応募作品（ご提出いただく画像を含む）を無償で使用する権利を有するものとします。 

・主催者が管理・使用・主催または発行するイベント・印刷物・ウェブサイト・広告宣伝物において、応募作品を

複製・表示・公表・展示等させていただくことがあります。 

・応募作品（ご提出いただく画像を含む）を改変（作品の一部切除および色合いの変更など）して使用させていた

だくことがあります。この場合、応募者は主催者に対し、著作権人格権の主張を一切行わないものとします。 

 

③禁止事項 

 以下の項目に当てはまる投稿はご遠慮ください。また主催者が以下の項目に当てはまると判断したものは審査対象

外とさせていただく場合がございます。 

・公序良俗に反する投稿       ・営業目的としての投稿  ・本コンテストのテーマ意図と異なる投稿 

・投稿内容が法令に接触する投稿   ・特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのある投稿 

・犯罪行為を誘引、助長させる投稿  ・個人情報が含まれている投稿  

・他人に迷惑、不利益、損害、不快感を与える投稿   ・他人を誹謗中傷する投稿 

・他人の著作権や知的財産等、第三者の権利を侵害する投稿 

・特定の個人・企業・団体等を中傷、またはプライバシー、肖像権を侵害する投稿 

・主催者が本コンテストの趣旨に沿わないと判断する投稿 

・主催者が不適切・悪質であると判断する投稿     ・Instagramの利用規約・法令に違反する投稿 

・他のお客様の本コンテストへの応募を妨害する行為  ・応募要項・応募規約に違反する行為 

・本コンテストの運営を妨げる行為          ・その他、これらに準ずる投稿 

 

 



 

④その他 

・本コンテストの応募に関するインターネット通信料、接続料はお客様負担となります。 

・スマートフォンの設定などに関するお問合せは携帯電話各社または製造元のメーカーにお問い合わせください。 

・主催者のやむを得ない都合により、応募期間や賞品内容の変更、またはサービスの中止・中断をする場合がござ

います。 

・主催者は、本コンテストの中止に関連して、お客様その他いかなる人、法人に対しても一切の責任を負いません。 

・本コンテストに参加したこと、または入賞したことに起因する損失・負債・被害費用、その他申し立てについて、

主催者は一切責任を負いません。 

 

⑤個人情報の取り扱い 

（１）主催者は、個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。いただく個人情報は次の目的で利用いたし

ます。 

 ・賞品の発送 

 ・主催者が開催（主催・共催・協賛・後援）するイベント等に関するご案内 

 ・その他、事前にお知らせし同意をいただいた目的 

（２）主催者は、個人情報を了解頂いている場合や法令等により許されている場合を除き、第三者に提供いたしま

せん。ただし、本コンテストの運営に必要な範囲で業務委託先に開示する場合があります。 

 



別紙３ 

湯浅広川えきからワクワクスタンプラリー注意事項 

 

はじめる前に以下の注意事項をご確認ください。 

＜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。 

・店舗・施設等の営業日、営業時間は変更になる場合がございます。最新の店舗の営業状況につい

ては、各店舗にお問合せください。 

・スタンプラリー中に「WESTER」をアンインストールした場合、それまでに押印したスタンプの記

録はすべて削除されます。再度、インストールいただいた際も、アンインストール前の状態に戻

りません。 

 

＜スタンプ条件について＞ 

【ICOCAスタンプの場合】 

・WESTERにお持ちの ICOCAの番号を登録してください。 

・スタンプラリー対象となる交通系 IC カードは「ICOCA」です（ほかの交通系 IC カードは除き

ます）。 

・「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の商標登録です。 

・ ICOCAエリア外からのご利用はできません。また、営業キロ 200kmを超えてのご利用はできま

せん。 

・「湯浅駅」または「広川ビーチ駅」での乗車時及び降車時は、必ず自動改札機で ICOCAをご利用

ください。きっぷでご乗車の場合など、スタンプが付与されません。 

 なお、スタンプの押印は、基本的に７日以内にスタンプシートに反映されます。 

 即日の反映ではございませんので、あらかじめご了承ください。 

 

【特急くろしおスタンプの場合】 

・当日乗車した「特急くろしお」のチケットレス特急券の画面、または特急券の写真を、JR 湯浅

駅に併設される湯浅えき蔵観光交流センター（1Ｆ）で提示いただき、専用の NFCタグにタッチ

すると、スタンプが付与されます。 

押印は湯浅えき蔵観光交流センターの開所時間内に限りますので営業時間にご注意ください。 

湯浅えき蔵観光交流センター：9:00～17:00（定休日なし） 

・特急くろしお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、ご

利用いただいていないものとみなします。 

・NFCタグに、タッチする時に、スマートフォン等の故障やバッテリー切れなどスタンプシートの

画面が表示できない場合は、スタンプが付与されません。 

 

 



 

 

 

【湯浅町、広川町スタンプの場合】 

・スタンプは予めスタンプシートに設定された店舗・施設等をご訪問、ご利用いただいた際に、ご

自身のスマートフォンのスタンプシート画面を、スポットに設置されている NFCタグに、タッチ

することでスタンプが付与されます。なお、スマートフォンの機種によっては、「NFC タグリー

ダー」を起動いただいて認識する必要がありますので、ご注意ください。 

・観光スポットについて、入館料が必要なスポットは、入館券の購入により NFCタグにタッチして

いただき、スタンプが付与されます。 

・一部店舗についてはお買い上げの際に、NFCタグにタッチしていただき、スタンプが付与されま

す。 

・対象店舗・施設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、ご利用いただいていないものとみなします。 

・NFCタグに、タッチする時に、スマートフォン等の故障やバッテリー切れなどスタンプシートの

画面が表示できない場合は、スタンプが付与されません。 

 

 

 

＜賞品の引き換えに関する注意事項＞ 

・賞品はスタンプシートに表示の４つのスタンプを集めると抽選で湯浅町・広川町いずれかの特産

品を合計 20名様にプレゼントいたします。また、くろしおスタンプ付与時、先着 400名様に黒

潮しららのオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。（なくなり次第終了します。） 

・黒潮しららクリアファイルのお渡し箇所は、JR 湯浅駅併設の「湯浅えき蔵観光交流センター」

です。スタンプラリー開催期間中のセンター営業時間内においてお渡し可能です。営業時間等に

ご注意ください。 

湯浅えき蔵観光交流センター：9:00～17:00（定休日なし） 

・抽選応募にあたっては、スタンプラリー達成後にアンケートへのご回答をお願いします。 

・スタンプの付与で不正が確認された場合は、スタンプ達成時でも抽選にご応募いただけません。 

・賞品引き換え後の賞品の変更や返品には応じかねます。 

・賞品抽選応募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。 

・本賞品はインターネット・オークション等での意図的な転売行為をご遠慮いただいております。 

 

 

 

 

 

 



 

＜抽選応募・賞品発送に関する注意事項＞ 

・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、かつアンケートへの

回答をしている場合、自動で実施されます。抽選につきましてはご自身で応募に際し操作をいた

だく必要はございません。 

・スタンプラリー期間終了後、応募条件を満たした方の中から厳正なる抽選の上、2022年 12月中

旬～12月下旬ごろに当選者の方へ WESTERのプッシュ通知にて、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）をいたします。 

・「抽選応募の当選通知」は、WESTERのプッシュ通知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。プッシュ通知の許可がない場合でも「お知らせ

一覧」にメッセージを配信いたします。 

・WESTER をアンインストールされてしまうと、プッシュ通知が送信できなくなりますのでご注意

ください。 

・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。 

・当選賞品の配送は一住所１つまでとさせていただきます。 

・当選連絡のプッシュ通知記載の配送先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。 

・賞品の発送は 2023 年 1 月上旬～1 月中旬ごろを予定しておりますが、諸事情により遅れる場合

があります。 

・賞品の発送は、日本国内に限らせていただきます。 

・当選後の賞品の変更や返品には応じかねます。 

・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。 

・本賞品はインターネット・オークション等での意図的な転売行為をご遠慮いただいております。 

・抽選結果に関するお問い合わせには一切お答えいたしかねますのでご了承ください。 

・本スタンプラリーは、湯浅町（和歌山県）、広川町（和歌山県）、西日本旅客鉄道株式会社が主催

するものであり、Apple Inc.およびアップル関連会社は一切関係ありません。 

※本注意事項に記載の日時やスタンプラリー開催期間等は新型コロナウイルス感染拡大の状況に

より変更となる場合がございます。 

 

 

本スタンプラリーへのお問い合わせ先（賞品発送に関することを除く） 

wester-support@westjr.co.jp 



スタンプラリー参加方法

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。

※ICOCA ID登録方法

２．ＮＦＣタグリーダーについて

１．エントリー方法

別紙４


