
2011 年 12 月 1 日  

Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

ＪＲグループ共同キャンペーン 

国内観光活性化に向けた 

全国縦断モバイルスタンプラリーの実施について 

 

○ＪＲグループでは、青森県から鹿児島県まで新幹線がつながって１周年を迎えることを記念するとともに、

国内観光地等のさらなる活性化を図ることを目的に、日本全国の駅や観光施設を巡るモバイルスタンプラ

リー（『ＪＲグループ×ケータイ国盗り合戦「源平見参！！冬の陣」』）を実施します。 

本年夏に実施した、６社共同キャンペーン「つなげよう、日本。～旅する笑顔を東北の力に～」でご好評

いただいた『ＪＲグループ×ケータイ国盗り合戦 夏の陣２０１１「琥珀城と１００の密書」』に引き続いての

実施となります。 

 

○ゲームは、全国のＪＲの主な駅と都道府県の各観光施設を実際に訪れ、携帯電話やスマートフォンで

位置情報を取得することにより進めていきます。歴史好き、鉄道好きの方はもちろん、初めての方にも

お楽しみいただけます。 

 

○今回は、日本観光振興協会及び全国７つの広域観光団体（※）のご協力により、旅先で受けられる嬉し

い特典もご用意しています。列車での旅、現地でしか味わえない魅力をお楽しみください。 

（※）(社)北海道観光振興機構、東北観光推進機構、中部広域観光推進協議会、関西地域振興財団、 

中国地域観光推進協議会、四国ツーリズム創造機構、九州観光推進機構 

 

１ 実施期間 

２０１１年１２月１９日（月）１５時～２０１２年３月３１日（土）１５時 

 

２ 実施箇所 

全国のＪＲの主な駅＋都道府県の各観光施設 （計１００箇所） 

※詳細は別紙２を参照 

 

３ 実施内容 

・全国のＪＲ各社の主な駅や様々な観光施設を実際に訪れ、携帯電話・スマートフォンで位置情報を取得し、

ゲームを進めていきます。 

・計100箇所の対象スポット制覇を狙う個人戦に加え、“源氏”と“平氏”に分かれ、味方同士で協力して勢力

を高めていく団体戦をご用意しています。 

・列車での移動距離だけでなく、観光地での滞在時間が長いほどゲームを有利に進められますので、各観

光地の魅力を感じながら、ゲームをお楽しみください。 

 

４ 賞品等 

計１００箇所を全て攻略した方には抽選で１名様に純金１００ｇ、２名様に純金１０ｇを、４８箇所の観光施

設全スポットを攻略した方には抽選で５０名様にオリジナルグッズをプレゼント。また攻略したスポットの数に

応じて限定アバター等の特典が獲得できます。 

 

５ その他 

モバイルスタンプラリーの詳細情報及び最新の情報につきましては、ＪＲ６社協力・交通新聞社運営のウ

ェブサイト『トレたび』でご紹介してまいります。どうぞご覧ください。 

◆『トレたび』ホームページアドレス 

   http://www.toretabi.jp/  ※公開は２０１１年１２月１９日（月）を予定 

 



（（（（別紙別紙別紙別紙１１１１））））ゲームイメージゲームイメージゲームイメージゲームイメージ

参加者は源氏源氏源氏源氏または平氏平氏平氏平氏のいずれかに属し、全国全国全国全国１００１００１００１００箇所箇所箇所箇所のののの対象対象対象対象スポットスポットスポットスポット

をををを攻略攻略攻略攻略して勢力を拡大することにより、自軍自軍自軍自軍のののの勝利勝利勝利勝利をををを目指目指目指目指すすすすゲームです。

「源平合戦」終了時の所属軍やゲームへの貢献度

等に応じて、限定アバター等の特典をプレゼント。

攻略したスポットの数に応じて限定アバター等の特

典をプレゼント。

さらに、計100箇所を全て攻略した方には抽選で1
名様に純金100ｇ、2名様に純金10ｇを、48箇所の
観光施設全スポットを攻略した方には抽選で50名
様にオリジナルグッズをプレゼント！！

対象スポットを訪ね、ケータイ・

スマホで位置登録をすることで、

スポットを攻略します。対象スポットでの観光や宿泊など、

ゆっくり巡れば、さらに有利に。

一部のスポットでは、ゲーム参加者

へのプレゼントをご用意！（注）

ご旅行はもちろん、通勤や通学など毎日の「移動」でポイ

ントを貯めて、任意のスポットに「援軍」を送ろう。

家にいる時や、移動中等に楽しめる

クリックゲームでもポイントを獲得！

（注）スポット訪問者へのプレゼントの詳細は別紙２をご覧ください。また、何れも数に限りがあります。



別紙２－１

■対象スポット一覧 ①

※攻略スポットは最寄り駅となっております。 ★上記特典は数に限りがあります。

また、内容に変更が生じる可能性があります。

通通通通NoNoNoNo.... 域内域内域内域内NoNoNoNo.... 小計小計小計小計 エリアエリアエリアエリア 都道府県都道府県都道府県都道府県 ジャンルジャンルジャンルジャンル スポットスポットスポットスポット 特典特典特典特典

1111 1111 北海道北海道北海道北海道 駅駅駅駅 登別駅登別駅登別駅登別駅

2222 2222 北海道北海道北海道北海道 駅駅駅駅 帯広駅帯広駅帯広駅帯広駅

3333 3333 北海道北海道北海道北海道 駅駅駅駅 網走駅網走駅網走駅網走駅

4444 4444 北海道北海道北海道北海道 観光施設観光施設観光施設観光施設 小樽小樽小樽小樽オルゴールオルゴールオルゴールオルゴール堂堂堂堂　　　　本館本館本館本館

オリジナルストラップオリジナルストラップオリジナルストラップオリジナルストラップ

（（（（条件条件条件条件：：：：３０００３０００３０００３０００円以上購入者円以上購入者円以上購入者円以上購入者））））

5555 5555 北海道北海道北海道北海道 観光施設観光施設観光施設観光施設

札幌札幌札幌札幌ｳｲﾝﾀｰｽﾎｳｲﾝﾀｰｽﾎｳｲﾝﾀｰｽﾎｳｲﾝﾀｰｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂﾐｭｰｼｰﾂﾐｭｰｼｰﾂﾐｭｰｼｰﾂﾐｭｰｼﾞ゙゙゙ｱﾑｱﾑｱﾑｱﾑ

&&&&大倉山展望台大倉山展望台大倉山展望台大倉山展望台

大倉山大倉山大倉山大倉山オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルKEYKEYKEYKEYホルダーホルダーホルダーホルダー

6666 6666 北海道北海道北海道北海道 観光施設観光施設観光施設観光施設 五稜郭五稜郭五稜郭五稜郭タワータワータワータワー

「「「「四季四季四季四季のののの五稜郭五稜郭五稜郭五稜郭ポストカードポストカードポストカードポストカード」」」」

（（（（条件条件条件条件：：：：展望台展望台展望台展望台チケットチケットチケットチケット購入者購入者購入者購入者））））

7777 1111 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 川部駅川部駅川部駅川部駅

8888 2222 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 青森県観光物産館青森県観光物産館青森県観光物産館青森県観光物産館ｱｽﾊｱｽﾊｱｽﾊｱｽﾊﾟ゚゚゚ﾑﾑﾑﾑ ひばひばひばひばオイルオイルオイルオイル((((1111回分回分回分回分))))※※※※青森青森青森青森ヒバヒバヒバヒバ100100100100％％％％使用使用使用使用

9999 3333 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 平泉駅平泉駅平泉駅平泉駅

10101010 4444 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 安比高原安比高原安比高原安比高原スキースキースキースキー場場場場 安比高原内安比高原内安比高原内安比高原内でででで利用利用利用利用できるできるできるできる「「「「優待割引優待割引優待割引優待割引クーポンクーポンクーポンクーポン」」」」

11111111 5555 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

12121212 6666 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 ああああ・・・・らららら・・・・伊達伊達伊達伊達なななな道道道道のののの駅駅駅駅 ソフトクリームソフトクリームソフトクリームソフトクリーム100100100100円割引券円割引券円割引券円割引券

13131313 7777 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 大館駅大館駅大館駅大館駅

14141414 8888 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 秋田秋田秋田秋田ふるさとふるさとふるさとふるさと村村村村

①①①①ワンダーキャッスルワンダーキャッスルワンダーキャッスルワンダーキャッスル・・・・星空探険館星空探険館星空探険館星空探険館スペーシアスペーシアスペーシアスペーシアのののの利用希望者利用希望者利用希望者利用希望者はははは入場券入場券入場券入場券１０１０１０１０％％％％引引引引きききき　　　　②②②②先先先先

着着着着100100100100名様名様名様名様にににに秋田秋田秋田秋田ふるさとふるさとふるさとふるさと村村村村ののののメインキャラクターメインキャラクターメインキャラクターメインキャラクター「「「「ノブノブノブノブ」」」」のぬいぐるみをのぬいぐるみをのぬいぐるみをのぬいぐるみを進呈進呈進呈進呈

15151515 9999 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 かみのやまかみのやまかみのやまかみのやま温泉駅温泉駅温泉駅温泉駅

16161616 10101010 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 やまがたやまがたやまがたやまがた観光情報観光情報観光情報観光情報ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ おしどりおしどりおしどりおしどりミルクケーキミルクケーキミルクケーキミルクケーキ3333枚入枚入枚入枚入りりりり1111袋袋袋袋

17171717 11111111 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 喜多方駅喜多方駅喜多方駅喜多方駅

18181818 12121212 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 郡山駅郡山駅郡山駅郡山駅

19191919 13131313 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 いわきいわきいわきいわき駅駅駅駅

20202020 14141414 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設

環境水族館環境水族館環境水族館環境水族館

アクアマリンアクアマリンアクアマリンアクアマリンふくしまふくしまふくしまふくしま

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル缶缶缶缶バッジバッジバッジバッジ

21212121 15151515 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 常陸太田駅常陸太田駅常陸太田駅常陸太田駅

22222222 16161616 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 偕楽園偕楽園偕楽園偕楽園 なしなしなしなし

23232323 17171717 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 栃木駅栃木駅栃木駅栃木駅

24242424 18181818 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 日光市日光郷土日光市日光郷土日光市日光郷土日光市日光郷土センターセンターセンターセンター 日光杉日光杉日光杉日光杉のののの夫婦箸夫婦箸夫婦箸夫婦箸

25252525 19191919 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 高崎駅高崎駅高崎駅高崎駅

26262626 20202020 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 富岡製糸場富岡製糸場富岡製糸場富岡製糸場 繭玉繭玉繭玉繭玉２２２２個個個個セットセットセットセット

27272727 21212121 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 栗橋駅栗橋駅栗橋駅栗橋駅

28282828 22222222 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 埼玉県物産観光館埼玉県物産観光館埼玉県物産観光館埼玉県物産観光館「「「「そぴあそぴあそぴあそぴあ」」」」 商品商品商品商品5555％％％％割引割引割引割引（（（（一部除外商品一部除外商品一部除外商品一部除外商品ありありありあり））））

29292929 23232323 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 五井駅五井駅五井駅五井駅

30303030 24242424 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 千葉県立房総千葉県立房総千葉県立房総千葉県立房総のむらのむらのむらのむら 当日当日当日当日、、、、館内館内館内館内でででで100100100100円円円円としてとしてとしてとして使使使使えるえるえるえる「「「「百文券百文券百文券百文券」」」」

31313131 25252525 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 東京駅東京駅東京駅東京駅

32323232 26262626 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 東京観光情報東京観光情報東京観光情報東京観光情報センターセンターセンターセンター エコバッグエコバッグエコバッグエコバッグ

33333333 27272727 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 鎌倉駅鎌倉駅鎌倉駅鎌倉駅

34343434 28282828 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 小田原駅小田原駅小田原駅小田原駅

35353535 29292929 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設

物産物産物産物産・・・・観光観光観光観光プラザプラザプラザプラザ

「「「「かながわかながわかながわかながわ屋屋屋屋」」」」

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県オリジナルクリアファイルオリジナルクリアファイルオリジナルクリアファイルオリジナルクリアファイル

36363636 30303030 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 新発田駅新発田駅新発田駅新発田駅

37373737 31313131 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 新潟新潟新潟新潟ふるさとふるさとふるさとふるさと村村村村 バザールバザールバザールバザール館館館館、、、、アピールアピールアピールアピール館内館内館内館内のののの施設施設施設施設でででで使用使用使用使用できるできるできるできる200200200200円商品券円商品券円商品券円商品券

38383838 32323232 東日本東日本東日本東日本 駅駅駅駅 清里駅清里駅清里駅清里駅

39393939 33333333 東日本東日本東日本東日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 かいてらすかいてらすかいてらすかいてらす（（（（山梨県地場産業山梨県地場産業山梨県地場産業山梨県地場産業センターセンターセンターセンター）））） 淡水淡水淡水淡水パールネックレスパールネックレスパールネックレスパールネックレス

40404040 1111 東海東海東海東海 駅駅駅駅 飯田駅飯田駅飯田駅飯田駅

41414141 2222 東海東海東海東海 駅駅駅駅 木曽福島駅木曽福島駅木曽福島駅木曽福島駅

42424242 3333 東海東海東海東海 観光施設観光施設観光施設観光施設 松本市立博物館松本市立博物館松本市立博物館松本市立博物館 特製絵葉書特製絵葉書特製絵葉書特製絵葉書ととととMMMM100100100100チケットチケットチケットチケット（（（（松本市内松本市内松本市内松本市内のののの飲食店飲食店飲食店飲食店などのなどのなどのなどの割引割引割引割引チケットチケットチケットチケット集集集集））））

43434343 4444 東海東海東海東海 駅駅駅駅 大垣駅大垣駅大垣駅大垣駅

44444444 5555 東海東海東海東海 駅駅駅駅 飛飛飛飛驒驒驒驒古川駅古川駅古川駅古川駅

45454545 6666 東海東海東海東海

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

白川郷観光協会 白川郷観光協会 白川郷観光協会 白川郷観光協会 （（（（総合案内所総合案内所総合案内所総合案内所であいのであいのであいのであいの館館館館））））

[[[[高山駅高山駅高山駅高山駅]]]]

かきもちかきもちかきもちかきもち

46464646 7777 東海東海東海東海 駅駅駅駅 富士宮駅富士宮駅富士宮駅富士宮駅

47474747 8888 東海東海東海東海 駅駅駅駅 掛川駅掛川駅掛川駅掛川駅

48484848 9999 東海東海東海東海 観光施設観光施設観光施設観光施設 静岡県立美術館静岡県立美術館静岡県立美術館静岡県立美術館 おおおお茶油茶油茶油茶油とりとりとりとり紙紙紙紙、、、、クリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル、、、、ポストカードポストカードポストカードポストカード

49494949 10101010 東海東海東海東海 駅駅駅駅 熱田駅熱田駅熱田駅熱田駅

50505050 11111111 東海東海東海東海 駅駅駅駅 武豊駅武豊駅武豊駅武豊駅

51515151 12121212 東海東海東海東海 観光施設観光施設観光施設観光施設 名古屋市科学館名古屋市科学館名古屋市科学館名古屋市科学館 なしなしなしなし

52525252 13131313 東海東海東海東海 駅駅駅駅 津駅津駅津駅津駅

53535353 14141414 東海東海東海東海 駅駅駅駅 鳥羽駅鳥羽駅鳥羽駅鳥羽駅

54545454 15151515 東海東海東海東海 観光施設観光施設観光施設観光施設 三重県立熊野古道三重県立熊野古道三重県立熊野古道三重県立熊野古道センターセンターセンターセンター ボールペンボールペンボールペンボールペン（（（（熊野古道伊勢路熊野古道伊勢路熊野古道伊勢路熊野古道伊勢路））））

三重県三重県三重県三重県

北海道北海道北海道北海道

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

静岡県静岡県静岡県静岡県

愛知県愛知県愛知県愛知県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

千葉県千葉県千葉県千葉県

長野県長野県長野県長野県

青森県青森県青森県青森県

岩手県岩手県岩手県岩手県

宮城県宮城県宮城県宮城県

33333333

東京都東京都東京都東京都

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

秋田県秋田県秋田県秋田県

山形県山形県山形県山形県

福島県福島県福島県福島県

茨城県茨城県茨城県茨城県

山梨県山梨県山梨県山梨県

新潟県新潟県新潟県新潟県

6666

15151515

栃木県栃木県栃木県栃木県

群馬県群馬県群馬県群馬県

※※※※



別紙２－２

■対象スポット一覧 ②

※攻略スポットは最寄り駅となっております。
★上記特典は数に限りがあります。

また、内容に変更が生じる可能性があります。

通通通通NoNoNoNo.... 域内域内域内域内NoNoNoNo.... 小計小計小計小計 エリアエリアエリアエリア 都道府県都道府県都道府県都道府県 ジャンルジャンルジャンルジャンル スポットスポットスポットスポット 特典特典特典特典

55555555 1111 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 石動駅石動駅石動駅石動駅

56565656 2222 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 池田屋安兵衛商店池田屋安兵衛商店池田屋安兵衛商店池田屋安兵衛商店 飴飴飴飴

57575757 3333 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 小松駅小松駅小松駅小松駅

58585858 4444 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 石川県政記念石川県政記念石川県政記念石川県政記念しいのきしいのきしいのきしいのき迎賓館迎賓館迎賓館迎賓館 あぶらとりあぶらとりあぶらとりあぶらとり紙紙紙紙

59595959 5555 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 敦賀駅敦賀駅敦賀駅敦賀駅

60606060 6666 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 福井県立恐竜博物館福井県立恐竜博物館福井県立恐竜博物館福井県立恐竜博物館 恐竜恐竜恐竜恐竜クリアホルダークリアホルダークリアホルダークリアホルダー

61616161 7777 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 近江八幡駅近江八幡駅近江八幡駅近江八幡駅

62626262 8888 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 （（（（社社社社））））彦根観光協会彦根観光協会彦根観光協会彦根観光協会 ひこにゃんひこにゃんひこにゃんひこにゃんクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル

63636363 9999 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 宇治駅宇治駅宇治駅宇治駅

64646464 10101010 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 東映太秦映画村東映太秦映画村東映太秦映画村東映太秦映画村 映画村特製割映画村特製割映画村特製割映画村特製割りりりり箸箸箸箸「「「「七人七人七人七人ののののワルワルワルワル箸箸箸箸」」」」

65656565 11111111 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 大阪駅大阪駅大阪駅大阪駅

66666666 12121212 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 海遊館海遊館海遊館海遊館 海遊館海遊館海遊館海遊館オリジナルペーパークラフトオリジナルペーパークラフトオリジナルペーパークラフトオリジナルペーパークラフト（（（（入館特典入館特典入館特典入館特典））））

67676767 13131313 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 神戸駅神戸駅神戸駅神戸駅

68686868 14141414 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 赤穂大石神社赤穂大石神社赤穂大石神社赤穂大石神社 拝観料拝観料拝観料拝観料　　　　　　　　大人大人大人大人420420420420円円円円→→→→210210210210円円円円

69696969 15151515 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 王寺駅王寺駅王寺駅王寺駅

70707070 16161616 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 平城京歴史館平城京歴史館平城京歴史館平城京歴史館

入館者入館者入館者入館者にににに限限限限りりりり、「、「、「、「せんとくんせんとくんせんとくんせんとくん　　　　ピンバッチピンバッチピンバッチピンバッチ」」」」かかかか「「「「せんとくんせんとくんせんとくんせんとくん　　　　バンダナバンダナバンダナバンダナ」」」」のどちらかひとつをのどちらかひとつをのどちらかひとつをのどちらかひとつを

進呈進呈進呈進呈

71717171 17171717 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 紀伊勝浦駅紀伊勝浦駅紀伊勝浦駅紀伊勝浦駅

72727272 18181818 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設

和歌山城和歌山城和歌山城和歌山城

（（（（和歌山城観光案内所和歌山城観光案内所和歌山城観光案内所和歌山城観光案内所））））

和歌山市観光和歌山市観光和歌山市観光和歌山市観光PRPRPRPRグッズグッズグッズグッズ及及及及びびびび和歌山市観光土産品和歌山市観光土産品和歌山市観光土産品和歌山市観光土産品センターセンターセンターセンターでのでのでのでの5555%%%%割引割引割引割引

73737373 19191919 西日本西日本西日本西日本 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

鳥取砂丘情報館鳥取砂丘情報館鳥取砂丘情報館鳥取砂丘情報館「「「「サンドパルサンドパルサンドパルサンドパルとっとりとっとりとっとりとっとり」」」」

[[[[鳥取駅鳥取駅鳥取駅鳥取駅]]]]

トリピーマグネットトリピーマグネットトリピーマグネットトリピーマグネット

74747474 20202020 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 出雲市駅出雲市駅出雲市駅出雲市駅

75757575 21212121 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 松江城松江城松江城松江城 ハーンハーンハーンハーンののののメモメモメモメモ帳帳帳帳

76767676 22222222 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 児島駅児島駅児島駅児島駅

77777777 23232323 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園 後楽園後楽園後楽園後楽園のののの絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書

78787878 24242424 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 宮島口駅宮島口駅宮島口駅宮島口駅

79797979 25252525 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設

龍馬龍馬龍馬龍馬のののの隠隠隠隠れれれれ部屋部屋部屋部屋

桝屋清右衛門宅桝屋清右衛門宅桝屋清右衛門宅桝屋清右衛門宅

絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書

（（（（タイトルタイトルタイトルタイトル：：：：鞆龍馬鞆龍馬鞆龍馬鞆龍馬とととと常夜燈常夜燈常夜燈常夜燈　　　　切絵切絵切絵切絵をををを絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書にしたものにしたものにしたものにしたもの））））

80808080 26262626 西日本西日本西日本西日本 駅駅駅駅 下関駅下関駅下関駅下関駅

81818181 27272727 西日本西日本西日本西日本 観光施設観光施設観光施設観光施設 国宝国宝国宝国宝　　　　瑠璃光寺五重塔瑠璃光寺五重塔瑠璃光寺五重塔瑠璃光寺五重塔 絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書6666枚枚枚枚セットセットセットセット

82828282 1111 四国四国四国四国 駅駅駅駅 阿波池田駅阿波池田駅阿波池田駅阿波池田駅

83838383 2222 四国四国四国四国

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

大鳴門橋遊歩道大鳴門橋遊歩道大鳴門橋遊歩道大鳴門橋遊歩道「「「「渦渦渦渦のののの道道道道」」」」

[[[[鳴門駅鳴門駅鳴門駅鳴門駅]]]]

オリジナルボールペンオリジナルボールペンオリジナルボールペンオリジナルボールペン

84848484 3333 四国四国四国四国 駅駅駅駅 屋島駅屋島駅屋島駅屋島駅

85858585 4444 四国四国四国四国 観光施設観光施設観光施設観光施設 栗林公園栗林公園栗林公園栗林公園 香川県香川県香川県香川県ののののロゴロゴロゴロゴ入入入入りりりりティッシュケースティッシュケースティッシュケースティッシュケース、、、、付箋付箋付箋付箋

86868686 5555 四国四国四国四国 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

虹虹虹虹のののの森公園森公園森公園森公園『『『『おさかなおさかなおさかなおさかな館館館館』』』』

[[[[松丸駅松丸駅松丸駅松丸駅]]]]

おさかなおさかなおさかなおさかな館入館料割引館入館料割引館入館料割引館入館料割引（（（（1111割引割引割引割引きききき））））

87878787 6666 四国四国四国四国 高知県高知県高知県高知県

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

「「「「龍馬伝龍馬伝龍馬伝龍馬伝」」」」幕末志士社中幕末志士社中幕末志士社中幕末志士社中

[[[[高知駅高知駅高知駅高知駅]]]]

志国高知 龍馬志国高知 龍馬志国高知 龍馬志国高知 龍馬ふるさとふるさとふるさとふるさと博博博博　　　　オリジナルコースターオリジナルコースターオリジナルコースターオリジナルコースター

88888888 1111 九州九州九州九州 駅駅駅駅 久留米駅久留米駅久留米駅久留米駅

89898989 2222 九州九州九州九州 観光施設観光施設観光施設観光施設 福岡福岡福岡福岡タワータワータワータワー 展望料金展望料金展望料金展望料金1111割引割引割引割引きききき

90909090 3333 九州九州九州九州 駅駅駅駅 唐津駅唐津駅唐津駅唐津駅

91919191 4444 九州九州九州九州 観光施設観光施設観光施設観光施設 佐賀県立佐賀城本丸歴史館佐賀県立佐賀城本丸歴史館佐賀県立佐賀城本丸歴史館佐賀県立佐賀城本丸歴史館 メモメモメモメモ帳帳帳帳

92929292 5555 九州九州九州九州 駅駅駅駅 諫早駅諫早駅諫早駅諫早駅

93939393 6666 九州九州九州九州 観光施設観光施設観光施設観光施設 長崎歴史文化博物館長崎歴史文化博物館長崎歴史文化博物館長崎歴史文化博物館

観覧料観覧料観覧料観覧料をををを団体料金団体料金団体料金団体料金にににに割引割引割引割引（（（（常設展示室常設展示室常設展示室常設展示室：：：：大人大人大人大人240240240240円円円円　　　　小中高生小中高生小中高生小中高生　　　　120120120120円円円円

特別企画展特別企画展特別企画展特別企画展「「「「孫文孫文孫文孫文・・・・梅屋庄吉梅屋庄吉梅屋庄吉梅屋庄吉とととと長崎長崎長崎長崎」：」：」：」：大人大人大人大人700700700700円円円円　　　　小中高生小中高生小中高生小中高生　　　　350350350350円円円円））））

94949494 7777 九州九州九州九州 駅駅駅駅 人吉駅人吉駅人吉駅人吉駅

95959595 8888 九州九州九州九州 観光施設観光施設観光施設観光施設

桜桜桜桜のののの馬場馬場馬場馬場　　　　城彩苑城彩苑城彩苑城彩苑

歴史文化体験施設歴史文化体験施設歴史文化体験施設歴史文化体験施設　　　　湧湧湧湧々々々々座座座座

絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書

96969696 9999 九州九州九州九州 駅駅駅駅 臼杵駅臼杵駅臼杵駅臼杵駅

97979797 10101010 九州九州九州九州 観光施設観光施設観光施設観光施設  別府別府別府別府　　　　血血血血のののの池地獄池地獄池地獄池地獄 特製特製特製特製　　　　夫婦耳夫婦耳夫婦耳夫婦耳かきかきかきかき

98989898 11111111 九州九州九州九州 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

綾照葉大吊橋綾照葉大吊橋綾照葉大吊橋綾照葉大吊橋

[[[[宮崎駅宮崎駅宮崎駅宮崎駅]]]]

オリジナルポストカードオリジナルポストカードオリジナルポストカードオリジナルポストカード

99999999 12121212 九州九州九州九州 駅駅駅駅 指宿駅指宿駅指宿駅指宿駅

100100100100 13131313 九州九州九州九州

観光施設観光施設観光施設観光施設

[[[[駅駅駅駅]]]]

霧島神話霧島神話霧島神話霧島神話のののの里公園里公園里公園里公園

[[[[霧島神宮駅霧島神宮駅霧島神宮駅霧島神宮駅]]]]

霧島茶霧島茶霧島茶霧島茶ティーパックティーパックティーパックティーパック

大分県大分県大分県大分県

石川県石川県石川県石川県

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県

福井県福井県福井県福井県

富山県富山県富山県富山県

香川県香川県香川県香川県

徳島県徳島県徳島県徳島県

奈良県奈良県奈良県奈良県

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

27272727

島根県島根県島根県島根県

岡山県岡山県岡山県岡山県

広島県広島県広島県広島県

山口県山口県山口県山口県

大阪府大阪府大阪府大阪府

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

長崎県長崎県長崎県長崎県

京都府京都府京都府京都府

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

6666

13131313

福岡県福岡県福岡県福岡県

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

熊本県熊本県熊本県熊本県

※※※※

※※※※

※※※※

※※※※

※※※※

※※※※


