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JR 西日本では、新常態をサポートする MaaSアプリ「WESTER」、および株式会社ギックスが提供す

る個客選択型スタンプラリー「マイグル」を活用して、スマートフォンでご参加いただけるスタン

プラリー「スマホ deスタンプラリー 北陸５つの美めぐり」を北陸エリアにて開催いたします。

ぜひこのスタンプラリーを通じて、北陸の新たな魅力を発見する旅をお楽しみください。 

なお本スタンプラリーは、2022年度下期に予定する北陸エリア観光型 MaaSの導入に向けた実証

実験として、北陸三県誘客促進連携協議会、日本旅行の協力を得て実施いたします。 

<関係するお知らせ> 2021 年 6 月 11日 

2022 年度に北陸エリアで観光型 MaaS を導入します！～導入に向け、実証実験を今年度中に実施します～ 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210611_00_hokuriku_maas.pdf 

実施概要 

 

（1）開催期間 

2021年 12月 1日(水)～2022年 3月 31日(木) 

※Japanese Beauty Hokuriku キャンペーンと同時に開催いたします。 

 

（2）開催エリア、対象施設 

  富山県、石川県、福井県内の、「５つの美」（「美食」「美観」「美技」「美湯」「美心」）のテーマ

に応じた様々な観光スポット・飲食店・宿泊施設等、計 418施設が対象となります。 

   

（3）スタンプラリー名称 

  スマホ deスタンプラリー 北陸５つの美めぐり 

 

（4）参加方法 

 ①JR西日本公式アプリ「WESTER」をダウンロードしていただき、 

「おトクに GO！」からエントリーします。 

 ②「５つの美」（「美食」「美観」「美技」「美湯」「美心」）から１つずつスポットを選択して、 

  スタンプシートを作成します。 

※エントリー時にアプリから簡単なご質問を行い、その結果に応じておすすめのスタンプシー

トも提案します。 

※ご旅行の途中での変更も可能です。 

 

JR西日本公式アプリ「WESTER」と個客選択型スタンプラリー「マイグル」を活用した 

『スマホ deスタンプラリー 北陸５つの美めぐり』 を開催します！ 

｢美食｣：イチオシの｢カニ｣をはじめとする豊かな食をお楽しみいただけます。 

  ｢美観｣：北陸が誇る美しい街並みや景観などを体感してください。 

  ｢美技｣：藩政時代から磨かれてきた技をはじめとしたさまざまな体験ができます。 

  ｢美湯｣：人々を癒す温泉とともに食べ歩きやまち歩きなど、さまざまな楽しみ方をご提案します。 

｢美心｣：北陸人のあたたかいおもてなしの心で、訪れる人の心を満たします。  

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210611_00_hokuriku_maas.pdf


 

 ③選んだスポットへの訪問や、食事・体験・宿泊などを通じて、位置情報や専用の電子スタンプ

などにより、スマートフォン上でスタンプを獲得します。 

※スタンプ獲得の条件は「５つの美」のジャンルごとに異なります。 

詳細は【別紙】をご覧ください。 

④開催期間内にスタンプを５つ中３つ以上獲得すると、北陸ならではの食や伝統工芸品が抽選で 

当たります。スタンプ獲得数（３つ、４つ、５つ）に応じてより豪華な賞品になります。 

⑤５つのスタンプのうち、北陸３県（富山、石川、福井）全てでスタンプを獲得された方は、賞

品の当選確率が５倍になります。ぜひ北陸三県を周遊してお楽しみください。 

※開催期間内であれば複数日にまたがるスタンプラリーの参加が可能です 

 

（5）その他 

■スタンプラリーの詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester_cp/hokuriku01/（JRおでかけネット HP） 

■スタンプラリー参加者限定で JR駅レンタカーを 15%割引(基本料金)でご利用いただけます。

ご利用の詳細は WESTER内でお知らせする予約サイトをご確認ください。 

対象営業所：糸魚川・黒部宇奈月温泉・富山・新高岡・和倉温泉・金沢・小松・加賀温泉・福井・武生・敦賀 

 

   

 

 

 

 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester_cp/hokuriku01/


 

【別紙】 

１. スタンプラリー参加までの STEP 

 



 

２.スタンプ獲得条件 

 

３．対象スポット例 【 】内は「５つの美」（「美食」「美観」「美技」「美湯」「美心」）の登録カテゴリです。 

＜富山県＞ 新湊きっときと市場 【美食】、富岩運河環水公園 【美観】、ホテル黒部 【美湯】 など 

＜石川県＞ 兼六園 【美観】、ゆのくにの森 【美技】、青林寺 【美心】 など 

＜福井県＞ みくに隠居処 【美食】、タケフナイフビレッジ 【美技】、氣比神宮 【美心】 など 

※対象施設一覧は 12 月 1 日以降、下記をご確認下さい。 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester_cp/hokuriku01/  （JR おでかけネット HP） 

 

４.景品について 

■ゴールド賞：三県美技セット（三県の伝統工芸の賞品の詰め合わせ）が 6 名様に当たります。 

＜富山県＞ 錫（すず）の鋳物  「能作」の「ビアカップ - シラカバセット - ベージュ」 

白樺の木肌をイメージした加工を施した純度 100%の錫のビアカップ。エゾシカ革製のスリーブ・コースターとのセットです。 

＜石川県＞ 箔品  「金箔専門店・箔座」の「栓 独楽型飯碗（ペア）」 

山中漆器の高度なろくろ技術で挽かれた、美しい木目に拭き漆を施した飯碗。高台には上品な輝きの純金プラチナ箔を施しています。 

＜福井県＞ 若狭塗箸  「箸匠せいわ」の「夫婦桐箱 昴星」 

あわび貝や卵殻を使った伝統の技術で製造した若狭塗箸。箸置とのセットです。 

 

■シルバー賞：三県美食セット（三県の食に関する賞品の詰め合わせ）が 18 名様に当たります。 

＜富山県＞ 「氷見 松本魚問屋」の「贅沢ごはんギフト」 

ぶりの角煮がぎゅっとつまった『ぶり茶漬け』などの詰め合わせセットです。 

＜石川県＞ 「加賀麩不室屋」の「おもてなし 25 ｹ入」 

色とりどりの麩や野菜をたっぷりと詰め込み、宝箱に見立てた「ふやき御汁 宝の麩」のセットです。 

＜福井県＞ 「越前海鮮倶楽部」の「から揚げせんべい」 

新鮮な海の幸を素材の旨みそのままに閉じ込めた海鮮せんべいの詰め合わせです。 

 

■ブロンズ賞 以下のいずれかの賞品が合計 90 名様に当たります。 

＜富山県＞ 「越中富山 幸のこわけ」のセット 

富山らしく美味しい自慢のお土産から厳選した４品をセットにしています。 

＜石川県＞ 「能登だし」・「能登だしふぐ」・「能登ふぐ雑炊」のセット 

石川県で水揚げされた天然の能登ふぐを使ったお土産の詰合せです。 

＜福井県＞ 「鯖味付缶詰」３種と「鯖味噌煮缶詰」のセット 

鯖街道を有し古来より福井県で親しまれてきた鯖。贅沢鯖缶詰 4種セットです。 

https://www.jr-odekake.net/railroad/wester_cp/hokuriku01/


 

【参考】 

■会社概要 

①西日本旅客鉄道株式会社 

    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。 

観光型では 2019 年 10 月からせとうちエリアにおいて「setowa」の実証実験を開始し、2020 年 9月からは実装に移

すとともに、地方型では 2019 年 10月より島根県邑南町との検討を開始し、2020 年 4月より地域公共交通のデジタル

化に向けた配車システムの実証実験を展開しています。また、関西の鉄道事業者 7 社により 2019 年に組織された「関

西 MaaS 検討会」にも属し、2025 年に開催される大阪・関西万博に向け「関西地域における MaaS のあるべき将来像」

「関西鉄道事業者間の連携を前提とした MaaS システムの構築」などについて共同で検討しています。 

  所在地 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 

代表者 代表取締役 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。 

 

■MaaS 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。最寄り駅やよく利用する駅をマイ駅に設定し、時刻表や駅情報、経路検索等をワンタッチで実施できる機能や、大

阪環状線やゆめ咲線のリアルタイム混雑情報、および一部の駅の時間帯別混雑傾向など、お客様の移動と生活をシームレ

スにサポートするサービスを提供しています。 

「WESTER」は「Google Play」「App Store」で「WESTER」と検索し、ダウンロードしてご利用頂けます。 

※Google Play は、Google LLCの登録商標です。App Storeは Apple Inc.のサービスマークです。 

 

■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。 

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

（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） 

 

https://www.westjr.co.jp/
https://www.gixo.jp/
https://www.gixo.jp/service/mygru/

