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株式会社クリーク･アンド･リバー社
株式会社ジェイアール東日本企画

株式会社JR西日本コミュニケーションズ
株式会社ジェイコンテンツ

株式会社クリーク･アンド･リバー社と株式会社ジェイアール東日本企画が共同配信中のスマートフォン向け位置情報+街
づくりゲームアプリ『トレすごタウン』（JR東日本商品化許諾済）は10月14日(木)より、株式会社JR西日本コミュニケーションズ
と株式会社ジェイコンテンツが配信中の『プラチナ・トレイン』とのコラボイベントをスタートいたします。本コラボには、チュート
リアルを突破することで手に入るゲーム内アイテムや今回のコラボでしか手に入らない限定アイテムなどが登場いたします。

通勤や通学、日々の移動がもっと楽しくなるゲームアプリ『トレすごタウン』

『プラチナ・トレイン』とのコラボイベントを開催

書き下ろしオリジナルキャラクターも登場！

東西GPSチェックラリー開催！

▼今回特別に登場するキャラクターやゲーム内アイテムなどが手に入る！
本コラボでは西エリア5箇所、東エリア5駅、東西併せて10箇所にアクセスすることでさらにアイテムを手に入れることが
できるGPSチェックラリーを開催します！描き下ろしの「限定キャラクター」や『プラチナ・トレイン』では「限定カード」など
が登場！チュートリアルを突破するとゲーム内で便利に使えるアイテムなども手に入ります。
現在楽しんでいる方も、これから始めるという方も、どちらのアプリも楽しんでください！

ラリー対象スポット一覧
西エリア：大阪ステーションシティ、天王寺公園、大阪城公園、べんてんひろば、毛馬桜ノ宮公園
東エリア：東京駅、上野駅、新宿駅、渋谷駅、品川駅

Ⓒプラチナ・トレイン

開催期間
チュートリアル突破記念アイテムの配布：2021年10月14日(木)18：00～2021年11月4日(木)15：00
GPSチェックラリー ：2021年10月14日(木)18：00～2022年1月31日(月)15：00
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スマートフォン向け位置情報+街づくりゲーム『トレすごタウン』 とは？

■「トレすごタウン」の遊びかたはとてもシンプル！
（１）通勤・通学やお出かけのときに対応路線の駅でチェックイン！！
（２）駅でチェックインすると、ご当地の観光名所や建物が入手できる駅ガチャ（無料）に挑戦できるよ！
（３）駅ガチャは１日30回（１駅２回）まで無料なので、色々な駅に立ち寄ってコツコツと建物を集めよう！

建物が集まってきたら「マイタウン」を発展させて、街の魅力を高めていこう！
（４）移動する距離に応じて、「マイタウン」の広さ、数を増やせるよ！

「毎日の移動をもっと楽しく！」がコンセプトのスマートフォン向け位置情報+街づくりゲームです。
移動をもっと楽しくするために、JR東日本グループが移動エンターテインメントを提供します。
日々の移動を通じて、自分だけの夢の街を創ろう！

▼トレすごタウンのここがすごい！

（１）有名な観光地からマニアックなスポットまで、600以上の建物が実名で登場！
（２）企業や観光施設等とのタイアップ企画も実施予定！

※チェックイン可能な駅は、今後も随時拡大予定

【トレすごタウンに関する問い合わせ先】
株式会社クリーク・アンド・リバー社

『トレすごタウン』担当
E-Mail：cr_toresugo@pr.cri.co.jp

【ゲーム情報】
タイトル名：トレすごタウン
公式サイト：https://bit.ly/3ktekSk
価格：基本無料（一部アイテム課金制）
対象予定OS ：iOS 11.0 以上 Android 5.0 以上
公式Twitter： https://twitter.com/toresugotown
コピーライト：© 2020 JR East Marketing & Communications,Inc Co-Developed by CREEK & RIVER Co., Ltd.

『トレすごタウン』 ダウンロードはこちら Android / iOS アプリストア：https://app.adjust.com/ptzr9me

期間限定コラボガチャやイベントなどの詳細は、今後『プラチナ・トレイン×トレすごタウン』公式サイトや
『プラチナ・トレイン』、『 トレすごタウン』 Twitterでも随時お伝えいたします。
また本コラボに合わせ特設ページも公開！ぜひチェックしてください！

『トレすごタウン』×『プラチナ・トレイン』コラボ特設ページ：https://bit.ly/2Wkgmuu
『プラチナ・トレイン』 公式サイト： https://www.platinumtrain.jp ／ 公式Twitter： https://twitter.com/ptrain_official

『トレすごタウン』 公式サイト：https://bit.ly/3ktekSk ／ 公式Twitter： https://twitter.com/toresugotown
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株式会社JR西日本コミュニケーションズが企画し、株式会社ジェイコンテンツが開発・運営する新感覚運転士成
長型スゴロクRPGです。 2016年5月17日よりサービスを開始し、全国の実在する約870種類のJR車両やターミナ
ル駅から地方の無人機までを含む全国5178駅など、リアルな車両や路線を舞台に遊ぶ新感覚スゴロクゲームで、
マルチ対戦やGPS位置情報機能を使った遊びなど多くの楽しみ方ができるスマートフォンアプリです。2017年12
月21日からはNintendo Switchでもリリースされています。

運転士成長型RPGスゴロク 『プラチナ・トレイン』 とは？

【プラチナ・トレインに関する問い合わせ先】
株式会社ジェイコンテンツ

『プラチナ・トレイン』運営チーム
E-Mail：sp_pt_support@jcontents.co.jp

【ゲーム情報】
タイトル名：プラチナ・トレイン 日本縦断てつどうの旅
公式サイト： https://www.platinumtrain.jp/
価格：基本無料（一部アイテム課金制）
対象予定OS ：iOS 10.0 以上 Android 4.4 以上
公式Twitter： https://twitter.com/ptrain_official
コピーライト：© West Japan Marketing Communications Inc. JContents Co.,Ltd. All Rights Reserved.

『プラチナ・トレイン』 ダウンロードはこちら
iOS版 ： https://apps.apple.com/jp/app/purachina-torein-ri-ben-zong/id1099677545
Android版 ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagecircus.etb

▼アプリの特徴

（１）JRの実在の車両（870種類）や駅（5178駅）を使ったリアルな路線や車両で遊ぶ新感覚スゴロクゲーム！
1,000種類以上の車両カードを駆使して様々なミッションに挑戦！

（２）家族や友達、インターネットで全国のプレイヤーと対戦できるマルチ対戦システム！
（３）プレイヤーのランキングを競い合う毎月の「プラチナ・ランク」システム！
（４）チャレンジミッションや豪華声優による個性豊かなキャラクターが登場するストーリーモード、手に入れた

車両の改良など、やり込み要素満載！
（５）GPS位置情報を使って現実の駅や場所をチェック！スタンプラリーのように遊ぶ「プラトレ・ソナー」！
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■株式会社ジェイアール東日本企画 会社概要
本 社 ： 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号 JR恵比寿ビル
設 立 ： 1988年５月
代 表 者： 代表取締役社長 赤石良治
拠 点 ： 東京（本社）・札幌・北陸・高崎・水戸・千葉・仙台・山形・福島・盛岡・青森・秋田・新潟・長野・中部・関西・京都
事業内容： コミュニケーションデザイン事業、デジタルソリューション、メディア事業、コンテンツビジネス事業、

ソーシャルビジネス事業、生活者研究
URL： https://www.jeki.co.jp/

■株式会社クリーク･アンド･リバー社 会社概要
本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE
設 立 ： 1990年３月
代 表 者： 代表取締役社長 井川幸広
拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・福島・大宮・横浜・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・

熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス
事業内容： 映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計・法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、

ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー
（派遣・紹介）、プロデュース（請負・アウトソーシング）、 ライツマネジメント（知的財産）事業を展開。プロフェッ
ショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

URL： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）／
https://www.cri.co.jp/about_us/sns-media.html（SNS）
https://www.creativevillage.ne.jp/ （CREATIVE VILLAGE）

■株式会社JR西日本コミュニケーションズ 会社概要
本 社 ： 大阪市北区堂島 1 丁目 6 番 20 号 堂島アバンザ 8F
設 立 ： 1979年４月
代 表 者： 代表取締役社長 野中雅志
拠 点 ： 大阪（本社）・東京・京都・金沢・和歌山・福知山・岡山・鳥取・広島・福岡
事業内容： 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、交通、セールスプロモーション、その他全ての広告、宣伝及び広報の取扱い／

広告及び宣伝表現の企画及び制作／自治体向け地方創生事業 等

URL： https://www.jcomm.co.jp/

■株式会社ジェイコンテンツ
本 社 ： 京都府長岡京市天神3丁目11番11号
設 立 ： 2016年6月
代 表 者： 代表取締役 吉光 隆雅
拠 点 ： 大阪スタジオ（大阪府茨木市）、京都スタジオ（京都府京都市）
事業内容： ソフトウェア企画開発
URL： https://www.jcontents.co.jp/
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