2015 年 7 月 22 日
株式会社ジェイアール東日本企画
「山手線チェックイン機能」を活用したスマートフォンデジタルラリー

「JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモンデジタルラリー」開催
8 月 1 日(土) ～ 8 月 20 日(木)
○ 株式会社ジェイアール東日本企画は、株式会社ポケモンより今秋発売される『ポケモン超不思議
のダンジョン』とコラボレーションし、山手線の車両内に設置されている音声ビーコンの信号を
スマートフォンで識別することによりお客さまが乗車中の列車および号車を判定する機能（山手線
チェックイン機能）を活用した「JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモンデジタルラリー」を
8 月 1 日(土)9 時 30 分から 8 月 20 日(木)16 時 30 分まで開催いたします。
○ 山手線の全編成ごとに、異なる『ポケモン超不思議のダンジョン』のアプリ限定デジタルバッジ
（以下、バッジ）を GET できる仕組みです。
「実際に山手線に乗ってみないと、どのバッジを GET できるかわからない」仕様になっています。
○ ＪR 東日本スマートフォン公式アプリケーション「JR 東日本アプリ」(2015 年 7 月現在、約 130
万 DL)内のキャンペーンとして展開するもので、「山手線トレインネット」機能を活用したヒント
の提供を行ないます。
○ GET できるバッジは、全 20 種類。今秋発売のニンテンドー3DS 用ソフト『ポケモン超不思議の
ダンジョン』に登場する “主人公・パートナー候補の 20 匹のポケモン” のバッジを集めます。

■実施概要
企画名称： JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモンデジタルラリー
開催期間： 2015 年 8 月 1 日(土)9 時 30 分～8 月 20 日(木)16 時 30 分
※ 山手線の始発から終電まで（初日のみ 9 時 30 分～終電、最終日のみ始発～16 時 30 分）

参加方法： 1) 「JR 東日本アプリ」をスマートフォンにインストール
2) 山手線に乗車、車内で「JR 東日本アプリ」を起動、バッジを GET！
3) 「どの山手線で、何のバッジを GET できるの？」のヒントも駆使して、
全 20 種類のバッジをコンプリートしよう！
（コンプリート特典あり）
※スマートフォンをお持ちでない方、「JR 東日本アプリ」をインストールされていない方はご参加いただけません
※参加には、それぞれの駅までのきっぷ(乗車券)または Suica 等が必要です。入場券ではご参加できません

【 「JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモンデジタルラリー」の内容に関するお問い合わせ 】
JR 東日本アプリ内ページ「山手線ポケモンデジタルラリー」専用ページにある「Q&A/お問い
合わせ」を確認ください

「JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモンデジタルラリー」
遊び方
ダウンロード数約 130 万 DL。
「JR 東日本アプリ」をインストールしよう！
（推奨環境：iOS7.0 以上・Android OS 4.0.3 以上）

山手線に乗って『ポケモン超不思議のダンジョン』のアプリ限定デジタルバッジ
（以下、バッジ）全 20 種類を集めよう！
山手線の全編成ごとにそれぞれ異なるバッジを GET。
「どのバッジを GET できる？」かは、実際に乗車してみないとわかりません！
山手線に乗車、車内で「JR 東日本アプリ」を起動。
アプリ内「JR 東日本アプリで GET！山手線ポケモン
デジタルラリー」ページの “バッジ GET” ボタンを
押すと・・・乗車中の山手線に応じて、いずれかの
バッジを GET できます！
山手線車両内で GET したバッジは、
“バッジリスト” に貯まります。

JR 東日本アプリ「山手線トレインネット」機能の「在線情報」を
活用したヒントを駆使して、全 20 種類コンプリートを目指しましょう！
現在走行中の山手線外回り/内回りのうち、
未だ入手できていないバッジを GET できる編成
の有無を確認できます。

全 20 種類のバッジを GET！すると・・・
コンプリート特典として、アプリ限定「スマートフォン壁紙」をプレゼント。
GET できるバッジは、全 20 種類。今秋発売のニンテンドー3DS 用ソフト『ポケモン超不思議
のダンジョン』に登場する“主人公・パートナー候補の 20 匹のポケモン”のバッジを集めること
ができます。

この 20 種類のポケモンたちの中でリオル以外は、
これまでの『ポケットモンスター』シリーズの最初のパートナーとなるポケモンたちです。

コンプリート特典は・・・
杉森建氏描き下ろしによる『ポケモン超不思議の
ダンジョン』のパッケージイラストをデザインした
スマートフォン壁紙をプレゼント！

■「ＪＲ東日本アプリ」について
JR 東日本では、サービス品質改革の一環として、個々のお客さまのニーズに応じたタイムリーな情報
提供を実現するため、2014 年 3 月 10 日にスマートフォン公式アプリケーション「JR 東日本アプリ」
をリリースしました。
（2015 年 7 月現在、ダウンロード数約 130 万 DL）
●「山手線トレインネット」機能紹介
「JR 東日本アプリ」が提供する情報提供サービスの 1 つ。
走行中の山手線の位置情報である在線情報をはじめ、乗車中（走行中）の山手線の各号車の混雑状況
・車内温度、お客さまの乗車位置（号車）
・区間にあわせた停車駅の情報（乗換路線、ホーム案内図、
駅構内図）などがご覧いただける機能です。
「トレインネット」トップ画面

在線情報

ホーム案内図

山手線全編成の走行中の位置

各車両の混雑度・車内温度を

山手線のホームの階段や

（在線情報）をリアルタイムに確認できます。

確認できます。

バリアフリー設備の位置を確認できます。

山手線車内にて、停車駅一覧・所要時間・
停車駅の各種情報を確認できます。

車内状況

詳細につきましては、以下 WEB サイトをご参照ください。

JR 東日本アプリ

http://www.jreast-app.jp/

■ニンテンドー3DS 用ソフト『ポケモン超不思議のダンジョン』について
『ポケモン不思議のダンジョン』シリーズの集大成！
これまでに登場した 720 種類のポケモンが全て登場！

Illus. by Ken Sugimori

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）から、ニンテンドー3DS 用ソフト
『ポケモン超不思議のダンジョン』が 2015 年 9 月 17 日(木)に発売されます。
『ポケモン超不思議のダンジョン』は、全世界でシリーズ累計 1,359 万本を販売した（2015 年
3 月末 任天堂調べ）『ポケモン不思議のダンジョン』シリーズの最新作であり、かつ、これまでの
本シリーズを“超”える集大成となる作品です。これまでのすべてのポケモンダンジョンを“超”える
感動が、皆さんを待っています。
詳細につきましては、以下 WEB サイトをご参照ください。
『ポケモン超不思議のダンジョン』公式サイト

http://www.pokemon.co.jp/ex/cho_dungeon/

ポケモン YouTube 公式チャンネル PokemonCoJp

https://www.youtube.com/user/PokemonCoJp

【公式】
『ポケモン超不思議のダンジョン』劇場用 CM https://www.youtube.com/watch?v=O84u8_LvQZs
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対応機種
ジャンル
プレイ人数
発売日
希望小売価格
CERO

：『ポケモン超不思議のダンジョン』
：株式会社ポケモン
：任天堂株式会社
：株式会社ポケモン
株式会社スパイク・チュンソフト
：ニンテンドー3DS
：ダンジョン RPG
：1 人
：2015 年 9 月 17 日（木）予定
：4,700 円（税別）
：A

本作は、
『ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア』を始めとする『ポケットモンス
ター』シリーズや、
『ポケモン不思議のダンジョン ～マグナゲートと∞迷宮（むげんだいめいきゅう）
～』と、ポケモンを通信交換したり、対戦したりすることはできません。
©2015 Pokémon.

©1995-2015 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©1993-2015 Spike Chunsoft.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
「不思議のダンジョン」はスパイク・チュンソフトの商標です。
ニンテンドー3DS のロゴ・ニンテンドー3DS は任天堂の商標です。

