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2020 年 8 月 26 日

『GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR』
プロジェクトの詳細を発表！
ＪＲ九州は、ピクサー・アニメーション・スタジオを代表する、世界初のフル CG 長編アニメーション映
画『トイ・ストーリー』の公開から 25 周年を迎えた今年、『トイ・ストーリー』のウッディやバズ・ライ
トイヤー、
『カーズ』のライトニング・マックィーンといったピクサーの仲間たちがデザインされた九州新
幹線で、九州の旅の魅力を伝える『GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR』プロジェクトを 9 月 12 日（土）
よりスタートします！今回、メイングラフィック、限定コンテンツ、連動キャンペーン、限定オリジナル
グッズなどのプロジェクト詳細をご紹介します。
１

メイングラフィックについて

（１）キービジュアル
『JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線』や各種グラフィックの背景
に使用しているデザインは、九州各県をモチーフにしたもので、プロ
ジェクトのためにオリジナルで作成されました。ピクサー・アニメー
ション・スタジオらしく、7 つの県がカラフルでシンプルに表現され
ています。
（２）キャラクタービジュアル
JR 九州の主な駅には、キービジュアルとピクサーのキャラクターたちが
デザインされたポスターを掲出します。また、九州の各県の県庁所在地
駅では、それぞれ違ったキャラクタービジュアルの装飾が登場します。
『トイ・ストーリー』デザインは博多駅に、
『カーズ』デザインは熊本駅
などに、訪れる駅それぞれのキャラクターたちのデザインをお楽しみいただけます。
博多駅

佐賀駅

長崎駅

＜ポスターデザイン＞

『トイ・ストーリー』
熊本駅
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『カーズ』

『ファインディング・ニモ』

『カールじいさんの空飛ぶ家』
大分駅

『Mr.インクレディブル』

宮崎駅

鹿児島中央駅

『ウォーリー』 『モンスターズ・インク』
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２

プロジェクト限定コンテンツ

（１）タブロイドの配布
JR 九州の主な駅では、『カールじいさんの空飛ぶ家』で子どもの頃のエリーが持っていた「マイ・
アドベンチャーブック」からインスピレーションを受けて作られたタブロイドを配布します。この
タブロイドには、九州中の駅や、列車や、いろいろな場所で出会うピクサーの仲間たちとの冒険の
思い出を残していただけます。自分だけの「マイ・アドベンチャーブック」とともに、冒険をお楽
しみください！
※2020 年 9 月 12 日（土）頃より配布
※画像はイメージです
＜フォトスポットイメージ＞

（２）フォトスポットの設置

JR 九州の県庁所在地駅に、ピクサーの仲間たちのフォトスポットが登場します。
さらに、博多駅にはウッディとバズ、鹿児島中央駅にはサリーとマイクの人形
がお出迎え！沢山写真を撮って、冒険の思い出を残してください！
設置駅：博多駅、佐賀駅、長崎駅、熊本駅、大分駅、宮崎駅、鹿児島中央駅
※2020 年 8 月 27 日（木）頃より設置
（３）プロジェクト専用特設サイト＆公式 Instagram の公開
特設サイトでは、
『JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線』の運行スケジュールの他、キャンペーン
の詳細や最新情報をお知らせします。さらに、JR 九州公式 Instagram「JR 九州 Waku Waku ADVENTURE」
でも、イベントのレポートやグッズの紹介などの楽しい情報を随時配信します！
プロジェクト専用特設サイト：https://www.jrkyushu.co.jp/train/wakuwaku-adventure/
JR 九州公式 Instagram アカウント：@wakuwakuadventure
※Instagram は Instagram,Inc.の商標または登録商標です。

（４）スペシャルムービーの公開
ピクサー映画の「絆」「家族」「仲間」
「冒険」を詰め込んだプロジェクト特別ムービーを JR 九州の
駅や特設サイトなどで公開します。
※2020 年 9 月公開予定
３

プロジェクト連動キャンペーン

※2020 年 9 月 12 日（土）開始！

（１）「ピクサー・ボールを探せ！」キャンペーン
JR 九州の県庁所在地駅では、ピクサー・ボールのバッジを付けた駅係員を見つけて声を掛けると、
オリジナルシールをプレゼントします。オリジナルシールは各駅で異なり、全部で 7 種類。集めたシ
ールを「マイ・アドベンチャーブック」に貼ってお楽しみいただけます！
実施駅：博多駅、佐賀駅、長崎駅、熊本駅、大分駅、宮崎駅、鹿児島中央駅
※時間帯によってはバッジを付けた駅員がいない場合がございます
※シールのプレゼントは、在庫無くなり次第終了となります。

＜ピクサー・ボールとは＞
1986 年に公開されたピクサー・アニメーション・スタジオ最初の作品
『ルクソーJr. 』に登場したボール。数多くのピクサー作品に
“隠れキャラクター”として登場しています。

＜ピクサー・ボール＞ ＜オリジナルシールイメージ＞
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（２）GO! WAKU WAKU ADVENTURE デジタルスタンプラリー
JR 九州アプリを使用したデジタルスタンプラリーを実施します。『JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE
新幹線』に乗車したり、JR 九州の駅を訪れたりすると、オリジナルスタンプをゲットできます！
第１弾スタンプラリー期間：2020 年 9 月 12 日（土）～2021 年 1 月 31 日（日）予定
キャンペーンの詳細は、専用特設サイト（https://www.jrkyushu.co.jp/train/wakuwaku-adventure/）で
順次お知らせいたします。
４

プロジェクト限定オリジナルグッズ

（１）オリジナルグッズ
今回のプロジェクトのために特別にデザインされた九州各県やピクサーのキャラクターたちのオリジナ
ルグッズを、JR 九州の駅の店舗や通販サイト等にて販売します。新幹線ポーチやショッピングバッグ、マ
スクケース等、可愛くて持ち歩きたくなるアイテムを多数ご用意しています！

※画像はイメージです
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・発売開始：2020 年 9 月 12 日（土）
・取扱店舗：小倉銘品蔵、博多銘品蔵博多口店、Hakata 銘品蔵デイトス店、博多銘品蔵新幹線博多駅店
大分銘品蔵、熊本銘品蔵、長崎銘品蔵、鹿児島銘品蔵、キヨスク新武雄温泉
ディズニーストアアミュプラザ博多店、九州内一部の劇場（※） 等
（※）T・ジョイ博多、109 シネマズ佐賀、ユナイテッド・シネマ長崎、セントラルシネマ宮崎
ワンダーアティックシネマ（2020 年 11 月 20 日 OPEN）
、鹿児島ミッテ 10

・通販サイト：JR 九州商事「九州の旅とお取り寄せ」※近日 OPEN 予定
※数に限りがございます。売り切れの場合はご容赦ください。また、お一人さまの購入数を制限させていただく
場合がございます。あらかじめご了承ください。

一番列車に加え、9 月 12 日以降の土日祝日については、ラッピング車両で運行する新幹線の一部に
て、車内販売も行います。ピクサーの仲間たちとの冒険の思い出やお土産に、ぜひお買い求めくださ
い！
※車内販売する新幹線の詳細は、特設サイトの運行カレンダーにてお知らせします。
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（２）鉄道玩具「プラレール」について
今冬には鉄道玩具プラレール『SC-02

JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線』が登場！

※レールは付属しません

一 般 発 売：今冬予定
発 売 場 所：小倉銘品蔵、博多銘品蔵博多口店、Hakata 銘品蔵デイトス店、博多銘品蔵新幹線博多駅店
大分銘品蔵、熊本銘品蔵、長崎銘品蔵、鹿児島銘品蔵、キヨスク新武雄温泉
JR 九州商事オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」、
全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、
プラレール専門店「プラレールショップ」
、
タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等
希望小売価格：3,000 円(税抜)
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「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

（３）鉄道模型「N ゲージ」について
2021 年の 3 月には、鉄道模型「N ゲージ」の『JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線』を発売予定
です。

商 品 名：特別企画品 九州新幹線 800-1000 系(JR 九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線)セット
一般発売：2021 年 3 月予定
発売場所：全国の量販店ホビー売場・鉄道模型店・ホビー系通販サイトなど
※価格未定
---------------------------------------------------------------------------------------------『GO! WAKU WAKU ADVENTURE with PIXAR』プロジェクトについて

ピクサーの仲間たちと、新たな冒険の旅へ。
仲間たちといっしょなら、
まだ見ぬわくわくがきっと見つかる。
九州が、もっとカラフルに見えてくる。
さあ、わくわく＆カラフルな列車に乗って出発しよう。
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