
 

 

2022 年 12 月 23 日 
西日本旅客鉄道株式会社 
株 式 会 社 ギ ッ ク ス 

 

WESTER×ふれあいハイキング 

冬のおトクなキャンペーンを実施します！ 
 

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」）は、2022 年秋に引き

続き、JR 西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」と、駅からはじまるハイキングとしてご好評いただいている

「JR ふれあいハイキングだより」によるコラボキャンペーン（以下「本キャンペーン」）を実施します。 

本キャンペーンではハイキングに参加いただくことで獲得できる WESTER 上のスタンプを集め、獲得スタンプ数に応じて

抽選で素敵な賞品が当たります。 

ハイキング、街歩きに少しでも興味をお持ちの方の入り口として、またすでにハイキングをお楽しみいただいている方には

スタンプを集めるラリーとしても楽しんでいただけるような仕組みになっております。 

ハイキングを通して地域の魅力に繰り返し触れていただくとともに、ぜひこの機会に WESTER を使って便利に冬のおで

かけをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. キャンペーン概要（詳細は「別紙 1」をご覧ください） 

 キャンペーン期間は 2023 年 1 月 1 日（日）～3 月 31 日（金）です。 

 ※WESTER でのキャンペーンへのエントリーは 2022 年 12 月 23 日（金）14：00 から可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 対象コース 

 全 76 コース（詳細は「別紙２」をご覧ください） 

 

3. 賞品 

獲得スタンプ数に応じて JR 西日本が運営する地域産品オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」で使用できる

割引クーポン等を抽選でプレゼントします。この機会に西日本各地の逸品をお楽しみください。 

1 スタンプ賞  カモノハシのイコちゃん フィギュア付きシャープペン            100 名様 

3 スタンプ賞  DISCOVER WEST mall でお使いいただける 3,000 円割引券  10 名様 

5 スタンプ賞  DISCOVER WEST mall でお使いいただける 5,000 円割引券   5 名様 

10 スタンプ賞 DISCOVER WEST mall でお使いいただける 10,000 円割引券  3 名様 

  ※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。 

※1 スタンプ賞は 1 スタンプ獲得後に回答可能になるアンケートにご協力いただいた方が抽選の対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※DISCOVER WEST mall について詳しくはこちら 

  https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx 

 

4. その他 

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。 

DISCOVER WEST mall で取り扱っている商品一例（イメージ） 

松葉屋 噂の生どら 
一色ちりめんの被せポーチ 

三宅商店 ジャム＆サブ

レ＆スプーン ギフトセット 

黒潮市場 和歌山みかん

ジュース・ジュレセット 

シャープペン（イメージ） 

https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx
https://www.westjr.co.jp/company/action/region/


補足 

商品・サービス概要 

１．移動生活ナビアプリ「WESTER」 

移動と生活サービスを連携し、新常態に対応した新たな価値をお届けするために、 

スマートフォン１つで JR 西日本グループのサービスをご利用いただくことを目指した 

JR 西日本公式の MaaS アプリです。 

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

 

 

２．ふれあいハイキング 

JR ふれあいハイキングだよりは、JR の駅を起点に自然、歴史、まち歩き、体験・学びなど、 

多彩なハイキングコースを掲載した冊子です。季節ごとに年間 4 冊発行しています。 

（https://www.jr-odekake.net/navi/jr_hiking/） 

 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/
https://www.jr-odekake.net/navi/jr_hiking/


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！ 

② 表示される「WESTER×冬のふれあいハイキングキャンペーン」のバナーをタップしてキャンペーンへエン

トリー！ 

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 NFC タグにスマートフォンをかざしてスタンプを

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、自動で抽選に応募！ 

⑤ キャンペーン期間終了後、抽選応募の条件を満たした方の中から抽選で素敵な賞品を提供！ 

※当選された方へのみ WESTER で当選通知をお送りします。 

 

【画面イメージ】※画面はイメージです。 

 

①WESTER 画面上部の 

「おトクに GO！」をタップ！ 

バナーをタップ 

③ハイキングに参加しスタンプを 

集めよう 

バナーをタップしエントリー 

②キャンペーンへエントリー 

④集めたスタンプの数に応じて抽選で賞品をプレゼント！ 



WESTER×冬のふれあいハイキング 対象コース一覧

線区 駅

1 1/1（祝･日） なにわの新春初歩き 大阪環状線 福島駅

2 1/2（祝･月） 第30回初詣 新春古都の道ウオーク JR京都線 京都駅

3 1/4（水） 新年御利益初詣 大阪環状線 天満駅

4 1/7（土） 神戸初詣ウオーク JR神戸線 三ノ宮駅

5 1/7（土） 新春初詣ウオーク“春日大社･若宮15社めぐり” 大和路線 奈良駅

6 1/7（土） 旧河内国讃良郡の三大寺院跡と式内社めぐり 学研都市線 寝屋川公園駅

7 1/9（祝･月） 大阪七福神めぐりと住吉さんウオーク㉘ 大阪環状線 玉造駅

8 1/10（火） 春日大社＆十日えびす･佐良気神社 大和路線 奈良駅

9 1/10（火） 山と海に恵まれた､魅力あふれる阪南市 阪和線 和泉鳥取駅

10 1/11（水） 歴史の散歩道･緑道散策 大阪環状線 天王寺駅

11 1/12（木） 足の神様･服部天神宮で健脚祈願を！ JR京都線 新大阪駅

12 1/14（土） 亀岡七福神と和らぎの道 嵯峨野線 亀岡駅

13 1/14（土） 奈良の開運巡り 大和路線 奈良駅

14 1/15（日） 摂津峡公園～三好山（三好長慶･芥川山城跡）コース JR京都線 高槻駅

15 1/15（日） 大阪国際女子マラソンウオーク 阪和線 長居駅

16 1/21（土） 東福寺･千本鳥居･竹之下道･伏見稲荷 JR京都線 京都駅

17 1/21～29の土･日 宇治茶巡りガイドツアー 奈良線 宇治駅

18 1/22（日） 良い年を願って､開運パワースポット詣で！ 大阪環状線 天王寺駅

19 1/25（水） 鉄人28号と神戸三社巡り JR神戸線 新長田駅

20 1/27（金） 冬の菜の花畑観賞と湖岸ウォーキング 琵琶湖線 守山駅

21 1/28（土） 道長など藤原氏が極めた夢のあと葬送の地を巡る！ 奈良線 木幡駅

22 1/28（土） 日本遺産 飯岡の茶畑と茶香服体験 学研都市線 同志社前駅

23 1/29（日） ロウバイの沙沙貴神社初詣と浄厳院を訪ねる 琵琶湖線 安土駅

24 1/29（日） 「京橋から守口宿･枚方宿」へ京街道を行く 大阪環状線 京橋駅

25 1/29（日） 大阪の沖縄 平尾を散策 大阪環状線 大正駅

26 2/3（金） 磨崖不動明王と国宝善水寺節分会を訪ねて 草津線 甲西駅

27 2/4（土） 八軒家浜船着場から天王寺へ熊野街道を歩く 大阪環状線 京橋駅

28 2/5（日） 冬の賤ヶ岳で雪の大観に感動！ 北陸本線 余呉駅

29 2/5（日） 琵琶湖疏水を訪ねて 嵯峨野線 二条駅

30 2/5（日） 城北公園から鶴見緑地へ おおさか東線 JR淡路駅

31 2/8（水） 暗越奈良街道と深江の菅田 大阪環状線 玉造駅

32 2/10（金） 大和神社を訪ねて､上ツ道を行く 万葉まほろば線 天理駅

33 2/12（日） 徳川家康① 天下を取る‼ JR京都線 京都駅

34 2/12（日） なにわの「橋」めぐり 大阪環状線 西九条駅

35 2/14（火） 堺区の由緒ある神社仏閣を訪ねて 阪和線 堺市駅

36 2/15（水） 屋根より高い「天井川」を歩く 学研都市線 京田辺駅

37 2/18（土） 早春の観音霊場･書写山圓教寺へ JR神戸線 姫路駅

38 2/19（日） 梅の香りに誘われて！大阪城から高津宮へ 大阪環状線 京橋駅

39 2/22（水） 捨篠池の一つ目蛙 和歌山線 高田駅

40 2/23（木） 山麓リボンの道① JR神戸線 甲南山手駅

41 2/24（金） 玉手山公園と道明寺天満宮の観梅ウオーク 大和路線 高井田駅

42 2/25（土） 近江（八幡）商人邸と節句人形巡り 琵琶湖線 近江八幡駅

43 2/25（土） 「北野天満宮梅花祭」観賞ウオーク JR京都線 京都駅

44 2/25（土） 大阪城梅林観賞 大阪環状線 森ノ宮駅

45 2/26（日） ひと足お先に紫式部「源氏物語（宇治十帖）」 奈良線 宇治駅

46 3/1（水） 渡船＆ウオーク（Part-1） 大阪環状線 大正駅

47 3/3（金） 東海道石部宿ひな人形めぐり 草津線 三雲駅

48 3/4（土） 今日も元気な天神橋筋商店街を歩く JR京都・神戸線、大阪環状線 大阪駅

49 3/4（土） 第12回京都ツーデーウオーク 嵯峨野線 梅小路京都西駅

50 3/5（日） 第12回京都ツーデーウオーク 嵯峨野線 梅小路京都西駅

51 3/5（日） 園部藩ゆかりの地めぐり 嵯峨野線 園部駅

52 3/5（日） 大原野森林公園～ポンポン山縦走コース JR京都線 高槻駅

53 3/11（土） トロッコ列車で行く嵯峨野めぐり 嵯峨野線 馬堀駅

54 3/11（土） 阪神間モダニズム⑫「歩いて巡る古き良き大阪②」 JR東西線 北新地駅

55 3/11（土） 住吉さんから御陵まで 阪和線 長居駅

56 3/12（日） 徳川家康② 長期政権を築く‼ 奈良線 JR藤森駅

57 3/12（日） 大泉緑地から長居公園へ「春」を求めて歩く 阪和線 堺市駅

58 3/14（火） 淀緑地の河津桜ウオーク JR京都線 長岡京駅

59 3/15（水） 上町台地ロマン 大阪環状線 天王寺駅

60 3/18（土） 早春に小谷城跡を巡る 北陸本線 河毛駅

61 3/18（土） 天王寺七名水めぐりと歴史街道を歩く 大阪環状線 天王寺駅

62 3/18（土） ガイドと巡る 日本唯一の自転車博物館へ 阪和線 堺市駅

63 3/19（日） 伝説の式内社と北国街道､木之本宿を巡る 北陸本線 余呉駅

64 3/19（日） 播州清水寺ハイキングコース JR宝塚線 相野駅

65 3/21（祝･火） 古代に夢を追い お昼は近江牛の牛丼 北陸本線 木ノ本駅

66 3/21（祝･火） 「さくら」満開！摂津の春を楽しもう JR京都線 吹田駅

67 3/25（土） 安土から猪子山北向岩屋観音をトレッキング 琵琶湖線 安土駅

68 3/25（土） 春の東海道酒蔵めぐり 草津線 石部駅

69 3/25（土） 水辺の散策2023 JR京都線 山崎駅

70 3/25（土） アーモンド並木と灘の酒蔵散策 JR神戸線 芦屋駅

71 3/25（土） 宇治川畔に刻まれた歌碑を巡りつ桜を満喫！ 奈良線 宇治駅

72 3/26（日） 観音霊場を訪ねるテクテク旅 北陸本線 高月駅

73 3/26（日） 第28回JR大阪環状線ウオーク 大阪環状線 天王寺駅

74 3/28（火） 「日本さくら名所100選」郡山城を訪ねて 大和路線 郡山駅

75 3/31（金） 白鳥川･八幡公園･八幡堀の桜満喫ウォーク 琵琶湖線 近江八幡駅

76 3/31（金） 佐保川･川路桜～郡山城跡･しだれ桜 大和路線 奈良駅

集合駅
コース番号 開催日 コース名
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