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2020年 2月１日（土）～2月 29日（土）の期間中、宮崎県内にてプロ野球宮崎春季キャンプが開催され

ます。宮崎春季キャンプを盛り上げることを目的に、ＪＲ九州大分鉄道事業部と宮崎総合鉄道事業部では、

「ENJOY♪2020宮崎キャンプ応援キャンペーン」を実施いたします。 

スタンプラリーと Instagramのキャンペーンで、プロ野球グッズや宮崎県の特産品が抽選で当たります。 

また期間中、大分駅と宮崎駅では特設のＰＲコーナーを設置するなど宮崎春季キャンプを盛り上げます。  

列車で宮崎春季キャンプへ行き、ぜひ豪華賞品が当たるキャンペーンに応募しましょう！！ 

 

１ キャンペーン概要 

＜キャンペーン①：大分・宮崎誘客キャンペーン＞ 

①大分駅・宮崎駅にプロ野球春季キャンプＰＲコーナーを設置します。 

 【実施期間】大分駅：2020年 2月 1日（土）～2020 年 2月 29日（土） 

 【実施期間】宮崎駅：2020年 1月 27 日（月）～2020 年 2月 29日（土） 

 

②特急にちりん号車内にて宮崎県で春季キャンプを行う 5球団のいずれか 

の応援歌を流します。 

 【実施期間】2020年 2月 1日（土）～2020年 2月 29 日（土） 

 【実施区間】日豊本線 大分～宮崎間 

   【実施列車】 

[下り] 特急にちりん 3号、9号、13号、特急にちりんシーガイア 7 号 

【 [上り] 特急にちりん 8 号、12 号、14 号、特急にちりんシーガイア 20号 

※スケジュールが変更になる場合がございます。 

 

＜キャンペーン②：スタンプラリーキャンペーン＞ 

対象駅に設置してあるスタンプを集めて応募すると、抽選で賞品をプレゼントします。 

【実施期間】2020年 2月 1日（土）～2020年 2月 29日（土） 

【キャンペーン内容】 

対象駅のスタンプを、専用の応募用紙（はがき）に希望のプレゼントに必要な個数分を集めて応募。応

募用紙（はがき）は「うみやま通信 1～3月号」に付属。同一スタンプを 2 個以上押すのは無効。 

【対象駅】宮崎駅、清武駅、木花駅、油津駅、南郷駅（5駅） 

【プレゼント内容】 

スタンプ 2個:プロ野球グッズ（25 名さま） 

スタンプ 3個:宮崎特産品 （5名さま） 

※スタンプ 3個でご応募の場合はスタンプ 2個の抽選も対象。（両方当たるかも?!） 

提供：宮崎市観光協会、日南市観光協会 

【応募方法】 

専用応募用紙（はがき）に切手を貼って宮崎総合鉄道事業部（企画）までご郵送 

いただくか、対象駅に設置の専用応募 BOX にご投函ください。 

※専用応募ＢＯＸ設置駅：宮崎駅、油津駅、南郷駅（3 駅） 

【当選発表】 

賞品及び当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

 

「ENJOY♪2020宮崎キャンプ応援キャンペーン!!」 

を実施します！ 
１ 

うみやま通信 1月～3月号

号 

宮崎駅ＰＲコーナーイメージ 

https://3.bp.blogspot.com/-EOOQW3oWmRo/UkJLCNQZeGI/AAAAAAAAYMc/wbtefCW0Msc/s800/sport_baseball_set.png
https://3.bp.blogspot.com/-EOOQW3oWmRo/UkJLCNQZeGI/AAAAAAAAYMc/wbtefCW0Msc/s800/sport_baseball_set.png
https://3.bp.blogspot.com/-EOOQW3oWmRo/UkJLCNQZeGI/AAAAAAAAYMc/wbtefCW0Msc/s800/sport_baseball_set.png
https://3.bp.blogspot.com/-VsRwW6NJjhA/UYOstS9KYBI/AAAAAAAARLA/zz4zlztLDQ0/s600/yashinoki.png


 

 

＜キャンペーン③：Instagram キャンペーン＞ 

下記の条件を満たした方はキャンペーンの対象となり、抽選で賞品をプレゼントします。 

【実施期間】2020年 2月 1日（土）～2020年 2月 29日（土） 

【キャンペーン内容・応募方法】  

①宮崎総合鉄道事業部公式アカウント「@jrmiyatetsu」をフォローする。 

 ②対象駅の駅舎の写真を撮影し、「♯JR で宮崎キャンプ 2020」を付けて投稿する。 

【対象駅】宮崎駅、清武駅、木花駅、油津駅、南郷駅（5駅） 

【プレゼント内容】 

プロ野球グッズ（5 名さま） 

提供：宮崎市観光協会、日南市観光協会 

【当選発表】 

当選者にはインスタグラム（ＳＮＳ）よりダイレクトメッセージを送付し、氏名、住所等を確認後、賞

品を発送いたします。 

 【その他】 

・ＪＲ九州宮崎総合鉄道事業部公式アカウントを必ずフォローしてください。 

・お使いの端末の Instagram 通知設定（プッシュ通知）をオンにしてください。 

・アカウントのプライバシー設定を非公開にされている方は応募対象外となります。 

 

 

２ 注意事項 

  ・複数の応募、両キャンペーンの応募は可能です。 

  ・当選はお一人さま１回とさせて頂きます。 

   

 

３ キャンペーンについてのお問い合わせ 

   ＪＲ九州宮崎総合鉄道事業部「ENJOY♪2020宮崎キャンプ応援キャンペーン」事務局 

   〒880-0901 宮崎県宮崎市東大淀2丁目60番地  

TEL：0985-51-5988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キャンペーン応募用紙（うみやま通信 1月～3月号中面） 

※「うみやま通信」は宮崎県内の主要駅にて無料配布 

キャンペーンポスター 



JRでプロ野球宮崎キャンプを見に行こう!!JRでプロ野球宮崎キャンプを見に行こう!!

2020宮崎キャンプ応援キャンペーン！！2020宮崎キャンプ応援キャンペーン！！

春季キャンプの
詳しいスケジュールは を検索！旬ナビ …SUGOCA利用可能 …SUGOCA利用不可

〈アイコンの説明〉

埼玉西武ライオンズ

場所 日南市南郷町中央公園野球場
（南郷スタジアム）

日程 2/1（土）～2/19（水）
2/5（水）、10（月）、15（土）休養日

アクセス JR日南線「南郷駅」下車、
タクシーで約5分、又は徒歩約15分

オリックス・バファローズ

日程

休養日

アクセス JR日豊本線「清武駅」下車、タクシーで約10分

清武駅
最寄駅

南郷駅
最寄駅

場所
宮崎市清武総合運動公園
（SOKKENスタジアム・清武第2野球場）

［一軍］2/1（土）～2/27（木）
［二軍］2/1（土）～2/29（土）
［一軍］2/5（水）、10（月）、14（金）、19（水）、25（火）
［二軍］2/5（水）、10（月）、14（金）、19（水）、25（火）

福岡ソフトバンク
ホークス

日程 2/1（土）～2/27（木）
休養日 2/5（水）、10（月）、14（金）、18（火）、21（金）

アクセス JR日豊本線「宮崎駅」下車、
タクシーで約20分

場所
宮崎市生目の杜運動公園（アイビースタジアム）

読売巨人軍

宮崎県総合運動公園

日程 ［一軍］2/1（土）～2/13（木）
［二軍・三軍］2/1（土）～2/27（木）

休養日 ［一軍］2/5（水）、10（月）
［二軍・三軍］2/5（水）、10（月）、14（金）、20（木）

アクセス JR日南線「木花駅」下車、徒歩約10分

三球シャトル 三球シャトル 三球
シャトル

広島東洋カープ

日南市天福球場

日程 ［一軍］2/1（土）～2/11（火・祝）
［二軍］2/13（木）～2/29（土）

JR日南線「油津駅」下車、徒歩約5分

休養日 ［一軍］2/6（木）
［二軍］2/17（月）、21（金）、26（水）

その1 スタンプラリーで当たる！

提供：宮崎市観光協会、日南市観光協会
※複数応募は可能ですが、当選はお1人さま1回とさせていただきます。※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていた
だきます。※スタンプラリー応募用紙につきましては、お客様ご負担により送付をお願い致します。※賞品の選択はできません。
（2020年2月29日消印有効）

2020年2月1日（土）～2月29日（土）キャンペーン期間：

スタンプ①

2020年2月1日（土）～2月29日（土）応募期間：

右のQRからInstagram
JR九州宮崎総合鉄道事業部公式アカウント
「＠jrmiyatetsu」をフォローしよう！

スタンプ設置駅の駅舎の写真を撮影して、
ハッシュタグ「＃JRで宮崎キャンプ2020」を付けて投稿すれば応募完了！

写真を投稿してキャンプを盛り上げよう！

ステップ
1

ステップ
2

【対象駅】宮崎駅、清武駅、木花駅、油津駅、南郷駅

【対象駅】宮崎駅、清武駅、木花駅、油津駅、南郷駅

対象駅に設置してあるスタンプから2個または
3個押して、付属のハガキで応募しよう！

プロ野球グッズ

宮崎の特産品が当たる！！
ダブルチャンス！！さらに抽選で

対象駅に設置してあるスタンプから2個または
3個押して、このハガキで応募しよう！

宮崎キャンプ応援キャンペーン
スタンプラリーで応募！

25名さま

プロ野球グッズが当たる！！

5名さま
※駅設置の応募BOXに投稿する場合は切手は不要です ※応募BOX設置駅：宮崎駅、油津駅、南郷駅
宮崎駅中央コンコース、清武駅、木花駅、油津駅、南郷駅

■スタンプ設置場所

ⓒSEIBU Lions

ⓒORIX Buffaloes

スタンプ欄

ENJOY♪

〈2次アクセス情報〉
宮崎市内３球団のキャンプを無料で楽しめる！

プロ野球宮崎キャンプ周遊バス運行！

「三球シャトル」

くわしくは
こちら！▼

宮崎駅
最寄駅

木花駅
最寄駅

油津駅
最寄駅

スタンプ欄 スタンプ欄

スタンプ② スタンプ③
その2 Instagramで当たる！

スタンプ2個で
スタンプ3個で

5名様に

宮崎キャンプ応援キャンペーンで
賞品を手に入れよう！

ⓒSoftBank HAWKS

南宮崎駅

宮崎駅

日豊
本線

日豊
本線

日豊
本線

日
南
線

日
南
線

日
南
線

清武駅

木花駅

油津駅

南郷駅

宮崎空港駅

ⓒSoftBank HAWKS

ⓒORIX Buffaloes

ⓒSEIBU Lions

発売箇所
宮崎駅・南郷駅

スタート受付
7：30～12：10

スタート
9：00～

記念乗車券発売

JR九州ウォーキング
「ライオンズ南郷駅」
お披露目セレモニー

2/1（土）～

2/2（日）

限定2,222枚

アクセス

場所

場所


