2018 年 12 月 21 日
西日本旅客鉄道株式会社

ハローキティ新幹線１号車「HELLO！PLAZA」に、

福岡県の地域限定のハローキティが登場します！
2018 年 6 月 30 日から山陽新幹線で運行し、ご好評いただいている「ハローキティ新幹線」の１号車「HELLO！
PLAZA」に、鳥取県、島根県、山口県に続いて、12 月 29 日から福岡県の地域限定のハローキティが登場します。

概要（福岡県の地域限定のハローキティ）
(１)運転期間：2018 年 12 月 29 日（土）～2019 年 3 月 10 日（日）
(２)運 転 日：
「別紙１」をご覧ください。
※こだま 730 号・741 号は毎日運転の定期列車です。
(３)運行時刻：博多 6:40―(こだま 730 号)→11:13 新大阪
新大阪 11:29―(こだま 741 号)→15:38 博多

１号車「HELLO！PLAZA」で福岡県の魅力をご紹介！
（１）
「福岡 ハローキティ」と福岡県の観光地（小倉城、宮地嶽神社）
が一緒になったオリジナルのフォトスポットをご用意。
また、
「デジタルサイネージ」
「映像コーナー」でも福岡県の
観光地を紹介した動画などを放映します。
（２）物販コーナーでは、福岡ならではのお土産や特産品、
ハローキティ新幹線のオリジナルグッズなどを販売しています。
※詳しくは「別紙 2」をご覧ください。
（３）イベントスペースでは、期間中の週末を中心に、福岡県の
皆様が観光 PR を行います。※詳しくは「別紙 3」をご覧ください。

スタンプラリーでハローキティといっしょに福岡県を旅しよう！
スマートフォンを使ってチェックポイントを回るデジタルスタンプラリー（第三弾）を開催！
「ハローキティ新幹線の車内」と「福岡県内のスポット」の２か所でスタンプを集めるとオリジナルグッズが
もらえます。
・実施期間：2018 年 12 月 29 日（土）～2019 年 3 月 10 日（日）
※第一弾スタンプラリー（鳥取・島根編）は 2018 年 12 月 31 日（月）まで、
第二弾スタンプラリー（山口編）は 2019 年 3 月 31 日（日）まで継続開催中です。
・入手方法：スタンプ設置箇所にて QR コード(※)を読み込み、特設サイト内スタンプラリーページにてデジ
タルスタンプを集めます。スタンプを２個集めると、景品引き換えクーポンが画面上に表示され、
引き換え所にて提示し、税込 500 円以上のお買い物をするとオリジナルグッズがもらえます。
(※):ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

・スタンプ設置箇所：
①「ハローキティ新幹線」１号車
②福岡県内のスポット（以下の５カ所のうち、１カ所で可）
エリア
小倉エリア

スタンプ入手箇所（引き換え所）

場所

おみやげ街道小倉

新幹線小倉駅改札内

おみやげ市場小倉

新幹線小倉駅改札外

ハローキティ新幹線 CAFE
（カフェ・エスタシオン博多）
博多エリア

新幹線博多駅改札内

ハローキティ新幹線 MARCHE

博多駅筑紫口側 2 階ひかり広場

（おみやげミュージアム）

おみやげミュージアム併設

DOCORE（どぉこれ）

博多駅博多口すぐ

ふくおか商工会ショップ

（博多マルイ 2Ｆ）

・オリジナルグッズ
福岡県の地域限定のハローキティと制服キティがセットになった「オリジナル缶バッジ」をプレゼント！

新幹線博多駅では「ハローキティ新幹線 MARCHE」
「ハローキティ新幹線 CAFE」でおもてなし！
新幹線博多駅では、ハローキティがデザインされた商品等を揃えた「ハローキティ新幹線 MARCHE」や
ハローキティ オリジナルメニューをご提供する「ハローキティ新幹線 CAFE」を営業しています。
ぜひ、この機会に新幹線博多駅で夢あふれるハローキティの世界をお楽しみください。
「ハローキティ新幹線 MARCHE」
・営業時間
9:00 ～ 20:00
・場
所
博多駅筑紫口側 2 階ひかり広場おみやげミュージアム併設
・販売商品
オリジナル商品 等
「ハローキティ新幹線 CAFE」
・営業時間
7:00 ～ 21:00
・場
所
新幹線博多駅改札内「カフェ・エスタシオン博多」内
・主なオリジナルメニュー ハローキティ カレー
(税込 1,500 円)
ハローキティ フロート (税込 700 円)
ハローキティ カプチーノ(税込 700 円)など

イベント等の情報は、ハローキティ新幹線 特設サイト（jr-hellokittyshinkansen.jp）で随時お知らせします。
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別紙１ ハローキティ新幹線運転日カレンダー（2018 年 12 月 1 日～2019 年 3 月 10 日分）

※1 号車「HELLO！PLAZA」における「福岡県の地域限定のハローキティ」は、2018 年 12 月 29 日からです。
※運転状況等により、車両が急きょ変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※2019 年 3 月 11 日以降の運転日は決定次第お知らせします。

別紙２ 「HELLO！PLAZA」での販売品目一覧（一例）
能古島 甘夏 CHU-HI

八女茶 PET 500ml

あまおうサイダー 330ml

【販売期間 12/29～3/10】

【販売期間 12/29～3/10】

【販売期間 12/29～3/10】

のり天 ゆずすこ味（袋入り）

さば ぬかみそだき

博多ニワカそうす

【販売期間 12/29～1/31】

【販売期間 12/29～1/31】

【販売期間 12/29～1/31】

山陽新幹線限定めんべい

おりこうカレー

くろがね堅パン羊羹世界遺産セット

【販売期間 2/1～3/10】

【販売期間 2/1～3/10】

【販売期間 2/1～3/10】

ハローキティ新幹線

ハローキティ新幹線

はろうきてぃポーチ

ネジチョコ５個入りシール付

ロングバームクーヘン

【販売期間 12/29～3/10】

【販売期間 12/29～3/10】

【販売期間 12/29～3/10】

ハローキティ新幹線トートバッグ

ハローキティ新幹線 缶時計

ハローキティ新幹線
T シャツ大人用

【販売期間 12/29～3/10】

【販売期間 12/29～3/10】

※上記以外にも「HELLO！PLAZA」で取扱いする商品があります。
※販売価格は車内でご確認ください。
※予告なく販売品目の変更、販売取り止めとなる場合があります。

【販売期間 12/29～3/10】

別紙３ 「HELLO！PLAZA」での観光 PR イベント一覧 ※イベント等の情報は、ハローキティ新幹線特設サイト（jr-hellokittyshinkansen.jp）で随時お知らせします。
区間
(上:こだま 730 号)
イベントタイトル
団体名
実施日
PR 内容
(下:こだま 741 号)

福岡県商工会連合会

1/12（土）

福岡の「隠れたいいもの」を発見！
博多マルイ２Ｆ「DOCORE」の出展商品をご紹介。

２ 福岡県 東峰村 に来んね～!!

東峰村

1/19（土）
2/16（土）

東峰村ふるさと観光大使による観光 PR を行います。

３ 宮地嶽神社においで！

宮地嶽神社

1/20（日）

４ 福岡の観光とおいしい果物 PR

福岡県、JA 全農ふくれん

2/ 2（土）

１

「DOCORE（どぉこれ）
」
ふくおか商工会ショップ

春まで待てない。
なかまフットパスで歩こう！
みのう山麓のワイナリーで
６
生まれたあまおうワイン
おおむた「大蛇山」まつり
７
スペシャルＰＲ！
５

８ 北九州においでっちゃ！ＰＲ

㈱巨峰ワイン

3/ 2（土）

あまおうワインの試飲・巨峰ワイナリーの PR

おおむた「大蛇山」まつり振興会

3/ 9（土）

7 月第四土・日に開催される、おおむた「大蛇山」まつりを
PR！ご来場されると大蛇山グッズやお菓子が貰えるかも!?

小倉→新大阪
新大阪→小倉
広島→新大阪
新大阪→岡山
岡山→新大阪
新大阪→岡山
広島→新大阪
新大阪→岡山
小倉→新大阪
新大阪→広島
岡山→新大阪
新大阪→小倉
小倉→新大阪
新大阪→小倉

北九州市

3/10（日）

ハローキティバスの紹介や小倉城をはじめとした北九州市
内観光情報ＰＲ

岡山→新大阪
新大阪→広島

中間市

2/ 9（土）
2/11（月・祝）

節分祭（1/26,27,2/2,3）及び光の道ウィーク（2/19～3/3）
の PR
福岡県の観光と福岡県産いちご「あまおう」
、キウイフルー
ツ「博多甘熟娘（うれっこ）
」等を PR
新しい歩く観光スタイル「なかまフットパス」等をご紹介

※予告なくイベント内容の変更や追加、中止となる場合があります。

１．
「DOCORE」
（アンテナショップ）

5.なかまフットパス

2. 小石原焼（東峰村の工芸品）

6.あまおうワイン

3. 光の道

7．おおむた「大蛇山」まつり

4. キウイフルーツ「博多甘熟娘」

8.北九州市

