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鹿児島県×JR 東海×JR 西日本×JR 九州共同企画

「かごしまへ、どーん！とキャンペーン」の実施について
JR 東海、JR 西日本、JR 九州（以下、JR3 社という。）は、鹿児島県とタイアップし、2018 年 1～3 月
の期間、共同企画として中京圏・関西圏・中国エリア、九州エリアから鹿児島への送客を目的とした「か
ごしまへ、どーん！とキャンペーン」を実施します。
大河ドラマ「西郷どん」の放送開始にあわせ、西郷隆盛ゆかりの地に関連する素材やエリアを中心に、
JR3 社で実施する集中プロモーションや各社での商品の造成販売により、鹿児島への旅を盛り上げます。
１．【実施期間】2018 年 1 月 1 日（月・祝）～3 月 31 日（土）
２．【主催】鹿児島県、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社
３．
【キャンペーン内容】
(1) JR3 社共通のキャンペーンコピー・ロゴ
《コピー》
「かごしまへ、どーん！とキャンペーン」
《ロ ゴ》鹿児島県の象徴とも言える桜島と、鹿児島へつながる
新幹線を組み合わせ、鹿児島県の西郷どんキャラクターを
かわいくあしらったデザインとします（右図）。
(2) キャンペーン特別企画「＼かごしまへ／どーーーんと新幹線クジ」
GPS 機能を活用し、
「移動情報」と「位置情報」を測定し、
新幹線（対象区間）に乗車中であることを判定、新幹線車内で
スマートフォン上でお楽しみクジを引くことができる企画です。
クジに当たれば、抽選で鹿児島のご旅行を楽しめる賞品等がもらえます。
詳しくは、新幹線くじキャンペーンサイトをご覧ください。→【 https://shinkansen-kuji.com 】
(3) プロモーション
ＪＲ３社共同で、大河ドラマ「西郷どん」のポスターを掲出するほか、ドラマ情報や西郷隆盛ゆ
かりの地を紹介するパンフレットを無料配布します。
(4) 鹿児島旅行におトクな商品
鹿児島県内を効率よく巡れる「駅から観タクン鹿児島」の新コース設定や、中京圏・関西圏・中
国エリア発の専用旅行商品の造成など、キャンペーンにあわせたおトクな商品を発売します。
４．
【その他】
上記のほか、鹿児島の魅力を紹介する各社独自のプロモーションも展開予定です。
○JR 東海、
JR 西日本による専用旅行商品発売、プロモーションに関する詳細は別紙をご参照下さい。
○JR 九州によるプロモーションについては、詳細決定後改めてお知らせいたします。

別紙
「かごしまへ、どーん！とキャンペーン」にあわせた
JR 東海・JR 西日本管内から鹿児島への送客とプロモーションについて
１．専用旅行商品の造成・販売
中京圏、関西圏、中国エリアの主な旅行会社において、鹿児島へのご旅行におトクな専用旅行プラン（個
人型・団体型）を発売します。
(1) 対象旅行プランのキャンペーン特典
①選べるガイド付まち歩きクーポン《個人型》
鹿児島県内の３つのガイド付きまち歩き「かごしまぶらりまち歩き（鹿児島市内）」
「いぶすき西郷どん
ガイド（指宿市内）
」「霧島シルバー観光ガイドしっちょいどん（霧島市内）
」のうち、お好きなまち歩き
に参加できるクーポンがついてきます。いずれも西郷隆盛ゆかりの地をはじめ、鹿児島県内各エリアの観
光素材を織り交ぜながら楽しく散策できるプランです。
※まち歩きに参加できなかった場合は、鹿児島中央駅インフォメーションにて、西郷隆盛をモチーフにし
たグッズと引き換えることができます。

鹿児島市内（鶴丸城跡）

指宿市内（スメ料理）

霧島市内（西郷どん像）

②選べるお楽しみクーポン《個人型》
以下の３つの素材のうち、お好きなものを選んでキャンペーン特典として利用できます。
●名勝 仙巌園（鹿児島市内）
西郷隆盛生涯の主君・島津斉彬も愛した島津家別邸。雄大な景色が魅力で一帯は世界遺産の構成資産。
【特典内容】施設入場料 ※両棒餅（2 本）付！
●温たまらん丼：さつま黒豚と郷土料理 青葉（指宿市内）
温泉たまごを使用した指宿ご当地グルメ「温たまらん丼」。青葉の温たまらん丼は、黒豚や指宿の野
菜も色々入って盛りだくさんです。
【特典内容】温たまらん丼 ※グラスビール or 芋焼酎 1 杯 or ソフトドリンク or 安納芋プリン付！
●霧島ホテル（霧島市内）
「庭園大浴場」と謳われる大きなお風呂とバラエティに富んだ泉質。テーマパークのような感覚で温
泉をお楽しみいただけます。
【特典内容】立ち寄り湯（貸しフェイスタオル付）

名勝 仙巌園

温たまらん丼

※「霧島の天然水」付！

霧島ホテル

③駅レンタカー（九州）キャンペーン特別価格《個人型》
駅レンタカー（九州）のレンタカープランをキャンペーン特別価格でご用意します。
（例）Ｓクラス・1 日料金(各営業所の営業時間内)2,500 円(免責補償料・消費税込み)
※鹿児島県内の乗り捨て無料！
※対象営業所：鹿児島中央駅・川内駅・指宿駅
※営業所情報はＪＲ九州レンタカー＆パーキング公式ＨＰをご参照ください：<http://jr-rp.jp/>
④お宿でのちょっぴり特典《個人型・団体型》
鹿児島県内の特典対象お宿では、焼酎やボンタン飴など、ちょっぴり特典をご用意しています（特典内
容は施設により異なります）
。
【対象施設】城山観光ホテル、鹿児島サンロイヤルホテル、ホテル吹上荘、ホテルタイセイアネックス、
いぶすき秀水園、指宿シーサイドホテル、指宿白水館、指宿いわさきホテル
(2) 取り扱い旅行会社 ※エリアによって設定のない旅行会社もあります。
【個人型】ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ、南海国際旅行
フジ・トラベル・サービス、ＪＲ東海ツアーズ、名鉄観光サービス
【団体型】阪急交通社、クラブツーリズム、読売旅行、タビックスジャパン、JTB メディアリテーリング

(3) その他
キャンペーンにあわせて、指宿市より焼酎のふるまいや、「かごしま PR キャ
ラクター」のぐりぶーに出会える「山陽九州直通新幹線を使用した団体臨時列車」
を運行予定です。
（運行日：2 月 2 日（金）日本旅行主催、2 月 18 日（日）阪急交通社主催）
「団体専用列車」へのご乗車には、旅行プランへのお申し込みが必要です。
※旅行プランの詳細は、日本旅行、阪急交通社のホームページをご確認ください。
２．プロモーション
西郷隆盛ゆかりの地に関連する素材やエリアを中心に、ひとあし
早く春が来る「鹿児島」のあたたかさや豊富な「食」の魅力を幅広く
取り上げ、集中プロモーションにより鹿児島への旅を盛り上げます。
(1) ポスター・パンフレット等掲出
JR 東海・JR 西日本で制作したポスター及び大河ドラマの
ポスターやパンフレットを各社管内の駅等で掲出・配布します。
【掲出期間】2017 年 12 月 4 日（月）以降順次掲出
～

2018 年 3 月 31 日（土）

【掲出箇所】中京圏、関西圏、中国エリアの各駅等
【コンセプト】あたたかく明るいイメージを黄色で表現し、楽しさや美味しさがいっぱいの
鹿児島の魅力を PR します。
(2) 西 Navi への掲載
JR 西日本おでかけ情報紙「西 Navi」12 月号～3 月号に、
西郷隆盛ゆかりの地をはじめ、さまざまな鹿児島の魅力を
ご紹介する「西郷隆盛月報」を連載。
鹿児島旅行が楽しくなる情報やはずせない観光スポット、
美味しいグルメなどをご紹介いたします。
【12 月号】
(3) 大型シート貼り広告での PR
JR 大阪駅の壁面に鹿児島県の観光素材を入れ込んだ、大型シート貼り広告を掲出します。
(4) その他
東海道・山陽新幹線車内搭載誌「ひととき」
、JR 西日本提供番組「クチコミ新発見！旅ぷら」
「おとな
旅あるき旅」
、その他雑誌など、各種媒体にてプロモーションを行います。

３．その他
○鹿児島プレミアムマルシェ
JR 大阪駅にて、1 月からのキャンペーンに先立ち、鹿児島プレミアムマルシェを開催します。
【実 施 日】2017 年 12 月 2 日（土）
、3 日（日）

11 時～18 時

【実施場所】JR 大阪駅 2 階 アトリウム広場
○指宿 菜の花イベント
1 月には菜の花でいっぱいになる、ひと足はやく春が来る指宿市より、
菜の花の展示＆プレゼントイベントを実施します。
【実 施 日】2018 年 1 月 17 日（水）～1 月 21 日（日）
※菜の花のプレゼントは、週末のみ実施予定
【実施場所】JR 大阪駅中央コンコース南側イベントスペース
○鹿児島うまいもの食フェア・エキマルシェ新大阪 3 周年コラボ（仮称）
JR 新大阪駅 在来線改札内

エキマルシェ新大阪にて、鹿児島のおいしい食材を使った食フェアを実施

します。
【実 施 日】2018 年 2 月 15 日（木）～28 日（水）（予定）
【実施場所】JR 新大阪駅 在来線改札内 エキマルシェ新大阪
※協力：株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット

