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西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：長谷川一明）は、2023 年春よりグループ共通の新

たなポイントサービス「WESTER ポイント」を開始します。 

この度、移動生活ナビアプリ「WESTER」をお持ちの方に、WESTERポイントサービス開始後すぐに、「たま

る」「つかえる」体験をお楽しみいただきたく、「WESTERポイント 1億ポイント山分け事前獲得キャンペーン」

を実施します。 

また、同キャンペーンにご参加されたお客様のうち対象期間中に、「J-WEST カード」に新しくご入会いた

だいた方を対象に、さらに WESTER ポイントをプレゼントする、「J-WEST カード オンライン新規入会キャン

ペーン」を実施します。「J-WEST カード」は、WESTER ポイントを最もおトクにためられるクレジットカードで

す。 

ぜひ、この機会に WESTER ポイントを獲得し、2023 年春からの新しい「たまる」「つかえる」WESTER ポイ

ント生活にお役立てください。 

 

 

 

 

１．参加条件 

移動生活ナビアプリ「WESTER」ホーム画面上部にある「おトクに GO！」スライダーから、本キャンペーンにエン

トリー、および「WESTER」の〈会員メニュー〉から、お持ちの J-WEST IDを入力し、ログインすることでご参加い

ただけます。 

 

２．開催期間 

2023年 1月 16日（月）～2023年 2月 14日（火） 

 

３．賞品 

WESTERポイント 合計 1億ポイントを、参加者全員にもれなく山分けでプレゼント 

※ポイントの付与額は参加者数で均等に割って当社にて決定いたします。 

※WESTERポイントの付与は 2023年 3月中旬以降を予定しています。 

※WESTERポイントは 2023年春からサービスを開始し、ご利用いただけるようになります。 

【副賞】 

同キャンペーンにエントリーし、スタンプシートからＷＥＳＴＥＲポイントの紹介ムービーをご視聴いただいた方 

のうち、抽選で 1万名様に、「セブン‐イレブン店舗で引換えられるデジタルギフトクーポン」をプレゼント。 

※賞品は 2023年 2月 15日以降、アプリ「ＷＥＳＴＥＲ」のプッシュ通知・お知らせより配布いたします。 

 

４．注意事項 

・WESTERポイントの付与は、2023年 2月 14日 23時 59分時点でアプリ「WESTER」に入力いただいている最

新の J-WEST IDを対象に行います。 

2023年春、JR西日本グループで「たまる」「つかえる」WESTERポイントサービス開始！ 

今がWESTERポイントを開始前に獲得する絶好のチャンス！ 
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移動生活ナビアプリ「WESTER」と、J-WEST ID（無料）があれば誰でも必ず当たる！ 

WESTERポイント 1億ポイント山分け事前獲得キャンペーンを開催！ 
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・WESTERポイントの付与は 2023年 3月中旬以降を予定しています。 

・WESTERポイントは 2023年春からサービスを開始し、ご利用いただけるようになります。 

その他、詳細は別紙および、おでかけネット（https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/pre_point_cp）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

１．参加条件 

応募期間内に以下の(1)(2)を満たした方にご参加いただけます。 

(1) 「WESTERポイント 1億ポイント山分け事前獲得キャンペーン」にご参加 

(2) アプリ「WESTER」に入力した J-WEST IDを用いて、オンラインから J-WEST カードに新規ご入会 

※ (1)に不参加の場合や、紙申込書による入会申込はキャンペーン対象外となります。 

※ 参加条件達成の順序は問いません。 

 

２．J-WESTカード入会申込対象期間 

以下の期間内にオンラインで J-WEST カードの入会申込をされ、かつ入会された方が対象です。 

・お申込期間：2023年 1月 12日(木)から 2023年 2月 28日(火)まで 

・ご入会期間：2023年 1月 12日(木)から 2023年 3月 10日(金)まで 

※ 申込日はオンライン入会申込をされた日です。 

申込完了後に届く「入会申し込み完了のお知らせ」メールにてご確認ください。 

※ 入会日は申込日と異なります。入会日はカード送付時に同封されている台紙にてご確認ください。 

 

３．対象の J-WESTカード 

・全ての J-WEST カードが対象となります。 

・現在実施中の「2022年秋冬 J-WESTカードご入会キャンペーン」など、他の入会キャンペーンを実施してい

る場合、それぞれの参加条件を満たすと、それぞれの入会特典をお受け取りいただけます。 

※ 本キャンペーンと他の入会キャンペーンは参加条件が異なりますのでご注意ください。詳細は J-WEST

カードホームページでご案内している各入会キャンペーンページでご覧ください。 

 

４．入会特典 

WESTERポイント 1,000ポイント 

   ※ ポイントの付与は 2023年 3月下旬を予定しています。 

 

５．注意事項： 

以下の場合は本キャンペーンの対象外となります。 

・「WESTERポイント 1億ポイント山分け事前獲得キャンペーン」に参加されなかった場合 

・紙申込書による入会申込の場合 

・J-WESTカードから J-WESTゴールドカードへの券種変更の場合 

・お申込内容の不備や審査状況などにより 2023年 3月 10日(火)までに入会いただけなかった場合 

・J-WESTカードに記載された J-WEST ID とアプリ「WESTER」に入力した J-WEST IDが異なる場合 

  なお、J-WEST IDを事前にお持ちか否かによって、J-WESTカード新規入会申込の際の手続きが異なります。 

J-WEST カード オンライン新規入会キャンペーンで、 

もれなく WESTER ポイント１，０００ポイントプレゼント！ 
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WESTERポイントをさらにおトクに使いはじめられる大チャンス！ 



 

 

 

 

＜すでに J-WEST IDをお持ちの場合＞ 

・すでにお持ちの J-WEST IDをアプリ「WESTER」に入力後、同じ J-WEST IDを用いて J-WEST カードの新規

入会申込をしてください。（J-WEST IDを入力する欄があります） 

＜J-WEST IDをお持ちでない場合＞ 

・はじめに J-WEST ネット会員に登録し J-WEST ID を取得してください。その後の手続き等は＜すでに J-

WEST IDをお持ちの場合＞の内容に従って、J-WESTカードの新規入会申込をしてください。 

・なお、J-WEST ID を取得される前に J-WEST カードの新規入会申込をされた方は、カードがお手元に到着

後、券面に記載された J-WEST IDをアプリ「WESTER」に入力してください。 

 

〈参考〉 

■移動生活ナビアプリ「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 西日本公式の移動生活ナビアプリです。 

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、リアルタイム

混雑情報含む列車走行位置等をワンタッチで調べる機能や、ICOCA 残高確認や移動や

生活サービスにおトクさや楽しさを加えるスタンプラリー機能など、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。 

WESTERの詳細は webページをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/railroad/wester/ 

 

今回ご案内の取り組みは、SDGs目標の 9番、11番に貢献するものと考えています。 
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【別紙】 WESTERポイント1億ポイント山分け事前獲得キャンペーンキャンペーン 参加方法
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１. WESTERアプリのスライドメニューにある

「おトクにGO！」からエントリーしよう！

2. J-WEST IDを入力して

1億ポイント山分けにエントリーしよう！

スタンプシートに、

スタンプがついたら参加完了！
※画像はすべてイメージです。

tabrw8　　　会酋メニュー　　　クーポン

マイEma　＠

大販　京都

・■

8≡トクにGO！ ーハ

㊤6碍路検索

マイ駅oo時o扮腔◎

類

他の駅を見る〉

■■　o：lo

■e：33

融

泉京

■■0：33東京

さらに見る

竺↓9

7

e1

e1

．1．h，，．／t‘」‘、t

⊃
WEsrERポイント

J・WEST連携

キ？ンペーンにエントリーして、WESTERの〈会員

メニュー〉から、お持ちの」－WEST　IDを入力し、

ログインするだけで参加できます！

さらに、WESTERポイントに関する動画を視聴完

了いただいた方のうち、抽選1万名に、セブンーイレ

ブン店舗で引換えられる無料のデジタルギフトクー

ポンをプレゼント1

「］－WEST　ID」は「］－WESTネット会員」にご登録

（無料）いただくと、すぐに取得できます。

ご登録はこちら

htt　s：www，　r－odekake．net　c　w　about

※WESTERポイントのプレゼントは2023年3月中旬

以降を予定しています。

※WESTERポイントは2023年春からサービスを開始

し、ご利用いただけるようになります。

噛烏ロ゜・■t∂b｝w3　　　8員メニュー　　　クーポン　　　左トクにGO！　　列

　　　　　　　　　　　　　　　．

J・WεS†ID　　．・；：．』F　1こ．，．一

’tスワード　　・：’．．㌔〈．．・∵・・．囎o．・．1

マイ剛Φ

天販　京都

　　　　　　　　　㊥．日路囎　　　　　　　　　　●

マイ駅　00時01分製を　｛§｝　　　　　他の駅を見る　〉

頬

利用境鞠に日8の上，ログインしτください

　　　　　　運S†εR）IllW

浪
一

゜　　．．n

■■o：10　高槻　　　　　7

■■　O：33　　東京　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　．　　　　　’　　　　・

　　　　　　　　　”　る

鳳　㌦　．lll

　■次回から自動でログイン

」・WESTIDをお時ちでない方墜こ5ら

　　Uクインて辞い甜二ちら



【別紙】 WESTERポイント1億ポイント山分け事前獲得キャンペーンキャンペーン 副賞について
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１．キャンペーンエントリー期間

2023年1月16日(月)～２月14日(火)

２．キャンペーン概要

上記期間中に、移動生活ナビアプリ「WESTER」の〈おトクにGO!〉から

【WESTERポイント １億ポイント山分け事前獲得キャンペーン】にエントリーのうえ、

WESTERポイントの紹介ムービーを視聴完了いただいた方のうち、

抽選で最大10,000名様に、賞品をプレゼント！

※当選者には、2月15日以降にWESTERのお知らせとプッシュ通知を配信予定

３．キャンペーン賞品

セブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタルギフトクーポン

※引換え対象商品は次のページをご確認ください。



【別紙】 WESTERポイント1億ポイント山分け事前獲得キャンペーンキャンペーン 副賞の当選賞品について

当選賞品は以下から１つご選択いただけます。

※賞品の内容・パッケージ・販売状況などは、キャンペーン中に変更される場合があります。

※画像はすべてイメージです。 3
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【別紙】 WESTERポイント1億ポイント山分け事前獲得キャンペーンキャンペーン 副賞当選時の受け取り方法
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ご当選者さまへ、アプリ「WESTER」のプッシュ通知とお知らせで、

インセンティブの引き換えページのリンクを含む当選通知をお送りします。

当選通知は2023年2月15日以降、順次お送りを予定しております。

当選通知内のリンクをタップすると、賞品選択画面が表示されます。

賞品ご選択後に表示される引き換え画面と対象商品をレジでご提示して、引き換えていただけます。

※画像はすべてイメージです。
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【別紙】 WESTERポイントのプレゼントに関する注意事項

・WESTERポイントの付与は、2023年2月14日23時59分時点で

アプリ「WESTER」に入力いただいている最新のJ-WEST IDを対象に行います。

・WESTERポイントの付与は2023年3月中旬以降を予定しています。

・WESTERポイントは2023年春からサービスを開始し、ご利用いただけるようになります。

・本キャンペーンで付与するWESTERポイントの有効期限は2024年3月末です。

・本キャンペーンで付与するWESTERポイントは、2023年春より1ポイント=1円として店舗・施設やWEBサービスで

ご利用いただけるほか、鉄道や当社グループの店舗・施設で通常価格よりおトクにご利用いただける

専用のポイント特別割引商品や、ICOCAへのポイントチャージにご利用いただけます。

・WESTERポイントについて、最新の情報はこちら（https://www.jr-odekake.net/westerpoint/）

でお知らせしております。

・WESTERポイントのサービス詳細については、別途お知らせいたします。

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/


【別紙】 J-WESTカード オンライン新規入会キャンペーンについて 参加対象

6※画像はすべてイメージです。

キャンペーン参加対象となるカード

すべてのJ-WESTカードへのオンラインでの新規ご入会が対象となります。

上記のほか、ショッピングセンター提携のJ-WESTカードも対象となります。

J-WESTカード一覧：https://www.jr-odekake.net/j-west/card/#list
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【別紙】J-WEST IDの取得について
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本キャンペーンにご参加いただくには、お客様のJ-WESTカードのJ-WEST IDと、

アプリ「WESTER」にご連携いただくJ-WEST IDが必ず一致している必要があります。

J-WESTネット会員のご登録：https://www.jr-odekake.net/cjw/about/

J-WEST IDをお持ちの場合

アプリ「WESTER」へお持ちのJ-WEST IDを連携のうえ、同じJ-WEST IDを用いて、

J-WESTカード新規入会お申込みをお願いいたします。

J-WEST IDをお持ちでない場合

はじめにJ-WESTネット会員に登録しJ-WEST IDを取得してください。

その後の手続き等は＜すでにJ-WEST IDをお持ちの場合＞の内容に従って、

J-WESTカードの新規入会申込をしてください。

なお、J-WEST IDを取得される前にJ-WESTカードの新規入会申込をされた方は、

カードがお手元に到着後、券面に記載されたJ-WEST IDをアプリ「WESTER」にご入力ください。

※アプリ「WESTER」へJ-WEST IDをご連携いただくには、必ずJ-WESTネット会員にご登録いただく必要があります。

https://www.jr-odekake.net/cjw/about/
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