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西日本旅客鉄道株式会社 

合同会社ユー・エス・ジェイ  

 

JR西日本とユニバーサル・スタジオ・ジャパンが２大協業施策実施！ 
～「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリア入場確約券付きっぷ新発売～ 

～JR西日本×ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの MaaS協業開始～ 
 

 

ＪＲ西日本では、マーケティング・パートナーであるユニバーサル・スタジオ・ジャパンとと
もに、２大協業施策を実施します。一点目は、2021年3月18日にグランドオープンした「スーパ
ー・ニンテンドー・ワールド™」のエリア入場確約券と新幹線や特急列車の往復JRがセットになっ
た「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ」を発売します。エリア入場確約
券がセットになっているので、安心して新エリアをお楽しみいただくことができます。 

二点目は、JR西日本とユニバーサル・スタジオ・ジャパンがMaaS*（Mobility as a Service）
の分野で協業を開始します。JR西日本ではMaaSを推進することによって移動と生活サービスをシ
ームレスに繋げ新しい価値を提供することに挑戦しておりますが、日本有数のテーマパークであ
るユニバーサル・スタジオ・ジャパンと協業することで、デジタル技術を活用してUSJと関西エリ
アの旅をよりシームレスに、よりおトクに、より楽しくする、そして元気にする、そんな体験を
皆さまに提供することを目指していきます。第一弾として新常態をサポートするJR西日本公式ア
プリ「WESTER」を通じたスタンプラリー形式の体験を共同企画いたしました。コロナウィルス感
染に気を付けながらもゆっくり、慎重におでかけを再開頂くサポートをしてまいります。 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、オフィシャルトレインであるＪＲ西日本は、今後も協

力して企画を提供して参りますので、どうぞご期待ください。 
*MaaS:Mobility as a Serviceとは、マイカー以外のすべての交通手段による移動を 1 つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念 
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１ 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ」の発売について 
【発売期間】2021年4月1日～2021年9月23日（ご利用開始日の1か月前から7日前までの発売） 
【利用期間】2021年4月9日～2021年10月1日 ※2021年9月30日ご利用開始分まで発売（ユニバーサル・スタジ

オ・ジャパンへの入場も9月30日まで） 
【有効期間】2日間有効。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場はご利用開始初日に限ります 
【主な区間のおねだん（おとな1名様あたり）】 

岡山発着 広島市内発着 博多・小倉発着 金沢発着 

22,000円 27,700円 33,700円 24,000円 

※こども用やその他出発駅からの設定もあります 
【発売箇所】ＪＲ西日本ネット予約「e5489」 
【商品構成】 
 

 

 

 
上記のほか、「カーニバルゲーム」利用券、「オリジナルラゲッジタグ」がセット 

往復 JR 券 
（新幹線 

または特急列車） 

ユニバーサル・スタジオ・ 
ジャパン 

１デイ・スタジオ・パス 

「スーパー・ニンテンドー・ 
ワールド」エリア入場確約券 
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JR西日本公式アプリ「WESTER」 
 

“手のひらで西日本をマスターしよう”をテーマに、お客様の新たな

生活様式においても寄り添い続けることを目指した JR 西日本公式
MaaS アプリです。 

（主な機能） 

・マイ駅登録で直近の列車情報に簡単アクセス！ 

・経路検索結果からネット予約でスムーズな 

列車予約が可能に！ 

 

※詳しくは別紙をご参照ください。 

※「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』エリア入場確約券」があれば、指定時間にスムーズにエリアへ入場でき、時間を有効に使って、パークを

楽しめます。 

※「オリジナルラゲッジタグ」はパークでは入手できないオリジナルグッズです。 

※「カーニバルゲーム利用券」はミニオン・パークを除く、パーク内のカーニバルゲームを利用できます。 

※往復ＪＲ券（大阪自由周遊区間内含む）と「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン １デイ・スタジオ・パス」がセットになった「ユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパン ワクワクきっぷ」も引き続き発売します。 

 

２ JR西日本×ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのMaaS協業について 

両社のMaaS連携第一弾として、「New Way! USJ×WESTERおでかけクエスト」を開催いたします。この取り組み

を通じて、JR西日本とユニバーサル・スタジオ・ジャパンが協力して、コロナウィルス感染に気を付けながら、

ゆっくり、慎重におでかけを再開頂くサポートをしてまいります。 

【概  要】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへのおでかけをメインに、スタンプラリー形式で3つのクエス

トを全てクリアするともれなくユニバーサル・スタジオ・ジャパンオリジナル壁紙がダウンロード

いただけます。さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスなど豪華賞品

が当たる抽選にご参加いただけます。 

【開催期間】2021年4月28日～2021年8月31日 

【参加方法】新常態をサポートするJR西日本公式アプリ「WESTER」からのご参加 

【クリア条件】開催期間中に以下３つのクエストを全て達成いただくこと（同じ日である必要はありません） 

①ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アプリをお手持ちのスマートフォンにインストール 

した状態で、JR西日本公式アプリ「WESTER」経由でユニバーサル・スタジオ・ジャパンパーク

内にチェックインすること 

②ICOCAでユニバーサルシティ駅からJR西日本の路線をご利用いただくこと ※定期は対象外 

③大阪・新大阪・天王寺エリアのJR西日本グループ関連店舗でのお食事・お買い物において 

税込800円以上（※）ICOCAでお支払いいただくこと ※一回あたりのお支払い額 

【賞  品】（抽  選）ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスなど豪華賞品 ※検討中 

      （もれなく）ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオリジナル壁紙 

 

※「New Way! USJ×WESTERおでかけクエスト」の記載内容は現時点のものです。詳細が決まり次第、JRおでかけ

ネット内特設サイト（近日公開予定）にてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の連携イメージ】 

○「WESTER」の経路検索を使ってユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの行き方を調べられることにとどまら

ず、お出かけ中に利用可能なクーポンの配布によって便利だけでなく楽しさ・嬉しさを提供します。 

 

○両社の提供アプリ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アプリ」「WESTER」のご利用促進に向け相互に協

力するだけでなく、アプリ間の相互の情報を適切なタイミングにスピーディにアクセスできる環境づくりなど、

連携メニューを検討してまいります。 

 

○列車予約サービスである「e5489」とも連携し、「New Way! USJ×WESTERおでかけクエスト」の基盤を活用し

た「たび前」から「たび後」までの一連の体験を後押しするスタンプラリーの更なる拡大を検討してまいりま

す。今まで行ったことのない場所・利用したことのないサービスを提案し、関西のおでかけに新鮮さ・驚きをプ

ラスし、関西の経済、関西に関係する方々の活力を創出するために連携してまいります。 

※今後の連携イメージは現時点のものです。連携詳細が決まり次第、随時プレスリリース等にてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アプリ 
 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式アプリでは、ゲストの皆
さまにより簡単にパークを楽しんでいただけるようになりました。 

（主な機能） 

・アトラクションの待ち時間がすぐわかる！ 

・便利なマップを使って、施設情報をカンタン検索！  
・便利な e 整理券を取得できる！               

たび前体験（期待） たび中（パーク）体験 たび後体験（余韻） 

移動中 帰路 感動（余韻） 感動（実感） 再来場プラン 

他観光地立寄 

出発 

’



 
 
 

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ」の商品概要 
 
 

 JR往復新幹線（特急）普通車指定席、ＪＲ大阪自由周遊区間と、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン １
デイ・スタジオ・パス」、「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』エリア入場確約券」、「カーニバルゲーム利
用券」、「オリジナルラゲッジタグ」がセットになった往復＋フリータイプのきっぷです。 
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへは、JR券の有効期間 2日間のうち、初日に限り入場できます。 

１．発売期間   2021年 4月 1日（木）～2021年 9月 23日（木）まで 
         ※ご旅行開始日の１ヶ月前から 7日前まで発売します。 

２．ご利用期間  2021年 4月 9日（金）～2021年 10月 1日（金）までの連続する２日間 
         ※2021年 9月 30日（木）ご利用開始分まで発売します。 

３．発売区間及び発売額  別紙2をご参照ください。 

４．主な内容 

(1)「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ」は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
ン スーパージョイきっぷ【Ａ】」（「ゆき券」、「かえり券」、「案内券（ＪＲ）」がセットされてます。以
下【Ａ】という）と「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ【Ｂ】」（「ユニバー
サル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ入場引換券」、「案内券（ＵＳＪ）」がセットされて
います。以下【Ｂ】という）を発売します。 

  (2)「【Ａ】」、「【Ｂ】」ともに発売枚数に限りがあります（※予定の発売枚数に達し、発売できない場合があ   
ります）。 

(3) ご購入の際は、「【Ａ】」と「【Ｂ】」の両方を必ず同じご利用日で予約してください（いずれも片方のみ
でご利用できません）。 

(4)「【Ｂ】」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入場時間帯については、以下の２つから選択でき
ます。 
①１３：００～１４：００   ②１４：００～１５：００  

(5) こどものみのご購入・ご利用はできません。 
(6) ４歳以上～小学校入学前のお子様が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に入場するには 

「スタジオ・パス」が必要です。４歳以上～小学校入学前のお子様が、「【Ａ】【Ｂ】」を購入された方（お
とな）と一緒に指定された時間帯に「スーパー・ニンテンドー・ワールド」へ入場する場合は、「ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン 1 デイ・スタジオ・パス」、「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』
エリア入場確約券」、「カーニバルゲーム利用券」、「オリジナルラゲッジタグ」をセットした「ユニバー
サル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ【Ｃ】(４歳以上～小学校入学前のお子様専用)」（8,400
円）をご購入ください。詳しくはホームページでご確認ください。 

(7) 発駅からＪＲ大阪自由周遊区間までの新幹線（特急列車）普通車指定席がご利用になれます。 
※北陸新幹線区間は普通車自由席利用 

(8)ＪＲ 大阪自由周遊区間内は、普通列車（快速・新快速含む）普通車自由席が乗り降り自由です。ただ
し、乗車整理券・座席指定席券・ライナー券が必要な設備又は列車をご利用の場合、別途料金が必要で
す。 

(9) ＪＲ大阪自由周遊区間以外では途中下車はできません。 
(10) 有効期間開始日・利用区間・ご利用人数の変更・指定列車の変更・他の乗車券類への変更はいたしま

せん。いったん払いもどしのうえ、あらためてご希望のきっぷをお求めください。 
 (11) 払いもどしは未使用で有効期間内に限り取り扱います。 

５．ＪＲ大阪自由周遊区間  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
６．発売箇所 
   ＪＲ西日本ネット予約「e5489」 
 
 

別紙 1 

 

　　

ユニ

　

阪

天王寺



 
 
 
【「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパージョイきっぷ」のおねだん】（お一人様あたり） 

出発地 主な経由 
発売額 

おとな こども 

岡山 山陽新幹線 22,000円 13,900円 

福山 山陽新幹線 24,200円 15,000円 

広島市内 山陽新幹線 27,700円 16,750円 

徳山 山陽新幹線 30,700円 18,250円 

新山口 山陽新幹線 31,700円 18,750円 

小倉 山陽新幹線 33,700円 19,750円 

博多 山陽新幹線 33,700円 19,750円 

武生・鯖江 北陸線・湖西線・東海道線 20,600円 13,200円 

福井 北陸線・湖西線・東海道線 21,100円 13,450円 

小松・加賀温泉 北陸線・湖西線・東海道線 22,700円 14,250円 

金沢 北陸線・湖西線・東海道線 24,000円 14,900円 

富山 
北陸新幹線・北陸線・湖西線・東海道

線 
25,800円 15,800円 
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