
 

 

２０２２年 11 月 7 日 
西日本旅客鉄道株式会社 
株式会社ギックス 
株式会社ウンナナクール 

 
 

初コラボ！ < WESTER × ウンナナクール > 

ワコールグループの「ウンナナクール」店舗で試着を通して 

商品を体感するスタンプラリーを実施 

 

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」）、株式会社ウンナナ

クール（本社：京都府京都市、代表取締役社長：塚本 昇、以下「ウンナナクール」）は、ウンナナクール店

舗で試着を通して商品を体感してもらうデジタルスタンプラリー（以下「本スタンプラリー」）を、ギックスの

個客選択型スタンプラリー「マイグル」を利用して、JR 西日本が提供する移動生活ナビアプリ「WESTER」

にて 2022年 11月 14日(月)から実施します。 

 

 

【概要】 

１．開催期間・開催店舗 

2022年 11月 14日(月)～12月 25日(日) 関西圏のウンナナクール店舗（9店舗） 

２．スタンプラリー概要 

・「WESTER」からエントリーして、スタンプシートを作成 

・2つのカテゴリ（フィッティング、アプリサイズ登録）を順にスタンプを達成 

・店舗にて試着をし、スタンプを達成するとその場でウンナナクールのオリジナルマスクをプレゼント、

その後ワコールのアプリ（ワコールカルネ）にサイズ登録しアンケートに回答すると、当日より利用

可能なクーポンをプレゼント 

３．その他 
スタンプラリーの詳細や対象店舗等は別紙をご覧ください。 

 

 

【補足】 
１．会社・団体概要 



   

 

（１）西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本） 
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。 
所在地：大阪府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：東京都港区三田 1-4-28三田国際ビル 11F 
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。 
 
（３）株式会社ウンナナクール 
ウンナナクール（une nana cool）はワコールグループの株式会社ウンナナクールが運営するレディスイン
ナーブランド。「女の子の人生を応援する」をブランドパーパスに、インナーウェアや雑貨などの商品企
画・販売を行っています。 
所在地：京都府京都市南区西九条北ノ内町 6 ワコール新京都ビル 5F 
代表者：代表取締役社長 塚本 昇  設 立：2001年 2月 15日 

事業内容：繊維製品および関連製品の製造、企画、販売 
企業URL：https://www.une-nana-cool.com/ 
 
■MaaSアプリ「WESTER」 ( https://www.jr-odekake.net/railroad/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。 
 
■個客選択型スタンプラリー「マイグル」 ( https://www.mygru.jp/)  

「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。 

(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.une-nana-cool.com/
https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/
https://www.mygru.jp/


   

 

【別紙１】スタンプラリー画面イメージについて 

 

 

 

  

① WESTER「おトクに GO！」からバナーをタップ 

④ スタンプを集めて賞品をゲットしよう！ 

②エントリー 

③ スタンプシート完成 

スタンプラリーを始める 

をタップする 

アンケートに答えて 

スタンプシートを作る 

バナーをタップする 



   

 

【別紙２】ＮＦＣタグリーダーについて 

 

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。 

 

  
① 「設定」アプリをタップ 

③ 「NFC タグリーダー」を追加 

② 「コントロールセンター」をタップ 

④ 「NFC タグリーダー」を起動 

⑤ 起動時のイメージ ⑥ 「NFC タグ」を読み取る 

ＮＦＣタグは 

Ｂ６サイズです 

(128×182mm) 



   

 

【別紙３】開催店舗について 

 

 NFC タグにスマホをかざすことでスタンプが押印されます。なお、一部の機種（iPhone6～iPhoneX）でのスタンプ

押印の場合は、NFCタグリーダーの起動が必要です。 

店舗名 店舗住所 

ウンナナクール 藤井大丸店 京都府京都市下京区 四条下ル貞安前之町605 藤井大丸 3F 

ウンナナクール 京都ザ・キューブ店 京都府京都市下京区東塩小路町９０１ ザ・キューブ B２F 京都

駅ビル 専門店街 

ウンナナクール なんばCITY店 大阪府大阪市中央区難波５丁目１−６０ なんばCITY南館 1F 

ウンナナクール LINKS UMEDA店 大阪府大阪市北区大深町１−１ ヨドバシ梅田タワーLINKS 

UMEDA 3F 

ウンナナクール ルクア大阪店 大阪府大阪市北区梅田３丁目１−３ ルクア 8F 

ウンナナクール 阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1丁目 1-3 阪急三番街 南館 

ウンナナクール 天王寺ミオ店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０−４８ 天王寺ミオプラザ館 

2F 

ウンナナクール 三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１ センタープラザ 西館 

1F 

ウンナナクール 阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町１４−２−１５５ 阪急西宮ガーデンズ 1F 

 

 

  



   

 

【別紙４】スタンプラリーの注意事項について 

 

≪エントリー時の注意事項≫ 

・スタンプラリーへの参加には、スマートフォンアプリ「WESTER」のダウンロードが必要です。 

・スマホの OS の種類やバージョンによっては、キャンペーンサイトが正しく表示されない場合がございます。予め

ご了承ください。 

・施設や店舗等の営業日、営業時間は変更になっている場合がございます。施設や店舗等の最新の営業状況等

については、施設や店舗等のウェブサイトや SNS等で事前にご確認ください。 

≪スタンプラリーに関する注意事項≫ 

・スタンプの押印にはスタンプシートが必要です。 

・スタンプシートの作成には、エントリー時のアンケートへの回答が必要です。 

・対象の施設や店舗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、スタンプラリ

ーでのご利用とはみなされませんのでご注意ください。 

・スタンプラリーへの参加中に「WESTER」をアンインストールされた場合、それまでに獲得されたスタンプは無効と

なります。再度「WESTER」をダウンロードいただいても、データの引継ぎ、および復元はされませんのでご注意

ください。 

■NFCタグの押印方法 

・スタンプシートを表示させ、施設や店舗等に設置されている NFC タグにタッチすることでスタンプが押印されます。 

・NFCタグにタッチする際に、スマートフォンの故障やバッテリー切れなどでスタンプシートを表示できない場合は、

スタンプが押印されませんのでご注意ください。 

・スマートフォンの機種によっては、「NFCタグリーダー」を起動いただいてスタンプの押印をする必要がありますの

でご注意ください。 

・NFCタグをうまく読み取れない場合は、NFCタグの裏面のQRコードを読み読み取ることで、スタンプの押印が可

能です。 

≪スタンプカテゴリ別の注意事項≫ 

■カテゴリ「フィッティング」について 

・フィッティングされる際は店舗スタッフにお声がけください。 

・スタンプ押印の際は店舗スタッフにてNFCタグをご提示させていただきます。 

・NFC タグにスマホをかざすことで押印されます。なお、一部の機種（iPhone6～iPhoneX）での押印の場合は、NFC

タグリーダーの起動が必要です。 

■カテゴリ「アプリサイズ登録」について 

・サイズ登録方法等については店舗スタッフにてご案内させていただきます。 

・スタンプ押印の際は店舗スタッフにてNFCタグをご提示させていただきます。 

・このカテゴリのスタンプは、NFC タグにスマホをかざすことで押印されます。なお、一部の機種（iPhone6～

iPhoneX）での押印の場合は、NFCタグリーダーの起動が必要です。 

・スタンプの押印は試着をし、フィッティングのカテゴリを達成されたお客様に限ります。 

≪スタンプ達成後の注意事項≫ 

■賞品・クーポンコードについて 

・フィッティングのカテゴリにてスタンプを達成された方にウンナナクールのオリジナルマスクをプレゼントいたしま

す。 

・フィッティング、アプリサイズ登録どちらのカテゴリにおいてもスタンプ達成された方に当日よりご利用いただける

クーポンをプレゼントいたします。 

・クーポンには有効期限がございます。 



   

 

・クーポンは店舗（関西 9店舗のみ）でもワコール公式通販でも使用可能です。 

≪その他の注意事項≫ 

・本スタンプラリーは、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、

Google LLCは一切関係ありません。 
・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、おでかけの際は、新しい生活様式の実施へのご協力をお願いいた

します。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止などの事情により、掲載情報が中止や変更となる場合があります。おでかけ前

にご確認ください。 

・掲載の情報は 2022年 11月 7日現在の情報です。 

≪お問合せ先≫ 

・本スタンプラリーへのお問い合わせ先は以下のメールアドレス宛にご連絡ください。 

E-MAIL：wester-support@westjr.co.jp 

 

 

mailto:wester-support@westjr.co.jp

