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“シガリズムペダル”と連動した取り組みのお知らせ

彦根へサイクリングに ICOCA で行こか！

ICOCA ポイントキャンペーンを実施します！
びわこキャンペーン推進協議会（構成員 滋賀県、市町、西日本旅客鉄道株式会社、公益社団法人びわこビジタ
ーズビューロー等）は、駅から始まる自転車さんぽ、として「”シガリズムペダル”」の動画及び公式サイトや観光パンフレット
を公開しています。
【別添参照】 （3 月 8 日付プレスリリース）
「駅から始まる、自転車さんぽ」がテーマの動画公開！“シガリズムペダル”で春のおでかけを提案」
シガリズムペダルと連動して、彦根駅まで JR 線（JR 西日本エリア）を利用した観光客を対象に、ICOCA ポイントを
プレゼントするキャンペーンを実施します。

キャンペーン概要
JR 線（JR 西日本エリア）に ICOCA で乗車し、彦根駅で下車した後に、レンタサイクルや彦根城等のスポットで
ICOCA で決済または専用受付端末にタッチすると、後日 JR 片道運賃の 20%の「ICOCA ポイント」をプレゼントするも
のです。
期

間：

実施場所（条件）：

2022 年 4 月 1 日（金）～2022 年 6 月 30 日（木）
STEP1 ご利用前日までに ICOCA ポイントサービスの利用登録（無料）完了
STEP２ JR 線(JR 西日本エリア)に ICOCA で乗車し、彦根駅で下車
STEP３ 彦根エリアのいずれかのスポットで、ICOCA で決済または専用受付端末にタッチ
※STEP２と同一日に限る
A：駅リンくん彦根駅店にて ICOCA 決済でレンタサイクルを利用
B：めぐりんこ彦根駅前サイクルステーションにてレンタサイクルを利用
C：彦根城天守前事務所
D：彦根観光協会（四番町スクエア ひこね街なかプラザ内）
STEP4 STEP１～３の条件を全て満たした方に、後日、JR ご利用分（行きの運賃）の
20％相当の ICOCA ポイントをプレゼントします。

詳

細： タッチする条件やポイントを受け取る方法等の詳細は【別紙】をご確認ください。
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参

考： 併せて、JR 西日本において、「株式会社あさひ」と連携して、彦根エリアをサイクリングで巡る
のにぴったりの観光パンフレットとマップを発行し、5 月には「株式会社あさひ」が主催する彦根
エリアでの魅力的なガイドツアーも実施予定です。この春はシガリズムペダルを体験しに彦根に
お出掛けしてみては。
※本日 JR 西日本でもプレスリリースを実施します。

本リリースに関してのお問い合わせ先
（事務局）

公益社団法人びわこビジターズビューロー 企画広報部 吉原

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2 番 1 号 コラボしが 21 6 階
TEL：077-511-1530 FAX：077-526-4393 MAIL：yoshihara@biwako-visitors.jp
※当リリースにかかる画 像素材等についてもこちらまでお問い合わせください。
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別紙

彦根へサイクリングに

で行こか！
キャンペーン

キャンペーン期間：2022 年４月 1 日（金）～2022 年６月 30 日（木）
期間中、条件を満たした方に、JR 利用分（行きの運賃）の 20％の ICOCA ポイントをプレゼント！

対象となる交通系ＩＣカード

ご利用方法
STEP１ ご利用日の前日までに

の利用登録を完了

「移動生活ナビアプリ WESTER」、
「WEB」もしくは「ICOCA エリア内の紺色およびピンク色の自動券売機」で、ご利用の前
日までに、ICOCA ポイントサービスの利用登録の完了が必要です。 ※一部の WEB は除きます。
※詳しくはこちらをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/
ご利用日にご利用登録をいただいても 、 当日のご利用分は ICOCA ポイントサービスの対象外となります。

乗車前にチャージを
お忘れなく！

STEP２ JR 線に

で乗車し、彦根駅で下車

乗車駅の入場および彦根駅での出場は、必ず自動改札機で ICOCA をご利用ください。
※ICOCA エリア外からのご利用はできません。
また、営業キロ 200km を超えてのご利用はできません。ただし、大阪近郊区間内の駅から「彦根駅」まで乗車する場合は、
営業キロが 200Km を超える場合でもご利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/icoca/area/

STEP３ 彦根エリアの以下、A・B・C・D のいずれかのスポットで、
をタッチ！※STEP２と同一日に限る
A：駅リンくん彦根駅店(6:30～21:00)にて

決済でレンタサイクルを利用

B：めぐりんこ彦根駅前サイクルステーション(9:00～17:00)にてレンタサイクルを利用 ※ICOCA 決済はできません。
C：彦根城天守前事務所(8:30～17:00※最終入場は 16:45 まで。彦根城入城券が必要）※ICOCA 決済はできません。
D：彦根観光協会（四番町スクエア ひこね街なかプラザ内）

STEP１～３ の条件を全て満たした方に
後日、JR ご利用分（行きの運賃）の 20%相当の
をプレゼント！

本キャンペーンの注意事項
● ICOCA ポイントサービスの対象となる交通系 IC カードは「ICOCA」です（ほかの交通系 IC カードは除きま
す）
。
● ICOCA 定期券でご利用の場合、その定期券区間外（定期券区間内の駅～彦根駅間）の運賃が本キャンペー
ンの ICOCA ポイント還元の対象となります（なお、定期券区間外となる区間の運賃より乗車駅から彦根駅
までの通し運賃の方が安価となる場合は、乗車駅から彦根駅までの運賃が対象となります）
。
ICOCA 定期券での自動精算について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/train/autoadjustment.html
●

ICOCA ポイントを貯めるには、ご利用日の前日までに ICOCA ポイントサービスの利用登録の完了が必要で
す。ICOCA ポイントサービス利用登録方法は、こちらをご覧ください。
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html

● 「移動生活ナビアプリ WESTER」
、
「WEB」もしくは「ICOCA エリア内の駅の紺色・ピンク色の自動券売機」
で利用登録できます。
※ ご利用日に利用登録していただいても、当日のご利用分は ICOCA ポイントサービスの対象外です。
※ WEB からの利用登録の申し込みは、
「Club J-WEST 会員サポートページ」と「利用登録フォーム」の 2
種類があります。
（１）Club J-WEST 会員サポートページ：前日までに利用登録ください。
（２）利用登録フォーム：利用登録完了までに最大 10 日間かかります。
※SMART ICOCA および一度 ICOCA ポイントサービスの利用登録していただいた ICOCA は利用登録の
必要はありません。ただし、25 か月以上チャージまたはポイントチャージがない場合は、利用登録が解除
されますので、再度利用登録が必要です。
（SMART ICOCA の利用登録は解除されません。）解除期間中の
ICOCA のご利用はポイント計算の対象とはなりませんのでご注意ください。
●

乗車時および降車時で、必ず自動改札機をご利用ください。きっぷでご乗車の場合などは、ICOCA ポイント
サービスの対象とはなりません。

● STEP１～３は同一の ICOCA をご利用ください。
● STEP２～３は、同一日に限ります。なお、STEP３は、各スポットの営業時間内に限ります。営業時間は変
更になる場合がありますので、事前にお確かめのうえご利用ください。
● 0:00～最終列車のご利用は、前日のご利用分として ICOCA ポイントを計算します。
● ICOCA ポイントの還元は、予算上限に達した場合終了します。その他、やむを得ない理由により予告なく中
断・中止する場合があります。
● 本キャンペーンで貯まった ICOCA ポイントは、ご利用日の翌月中にポイントチャージ可能となります。
● ICOCA ポイントは自動券売機などでチャージして、列車利用やお買い物などにご利用いただけます。
● ICOCA ポイントサービスの内容および適用条件などについては、ICOCA ポイントサービス規約の定めると
ころによります。
● 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の商標登録です。
※掲載の情報は 2022 年３月 29 日現在の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、おでかけの際は、新しい生活様式の実施へのご協力をお願いい
たします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止などの事情により、掲載情報が中止や変更となる場合があります。おでか
け前にご確認ください。
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資料提供
（事務局）
団体名：公益社団法人
びわこビジターズビューロー
担当者：企画広報部 吉原
連絡先：077-511-1530
E-mail：kikakukoho@biwako-visitors.jp

滋賀県公式プロモーション

所属名：滋賀県商工観光労働部
観光振興局
担当者：山岸・奥本
連絡先：077-528-3741
E-mail：ff00@pref.shiga.lg.jp

“シガリズムペダル”公開のお知らせ

「駅から始まる、自転車さんぽ」がテーマの動画公開！
“シガリズムペダル”で春のおでかけを提案
コロナ禍を経た新たな観光スタイルを表現した観光を「”シガリズム”」としてＰＲしてきており、その一環として 2022 年
3 月７日から、びわこキャンペーン推進協議会（構成員 滋賀県、市町、西日本旅客鉄道株式会社、公益社団法人
びわこビジターズビューロー等）の取り組みで、駅から始まる自転車さんぽ、として「”シガリズムペダル”」の動画及び公式
サイトや観光パンフレットを公開いたします。
シガリズムペダルは、駅を起点として自分のペースでゆったり心地よく、自転車だからこそ見える景色や、新しい出会いを
楽しんでもらう事をコンセプトにしたプロモーションテーマです。
まずは第一弾として、彦根エリアを特集しており、モデルコースとして「城下町満喫コース」、「フォトジェニックコース」、「ア
クティブコース」の３つのコースを提案しています。
また、新たにオープンする公式サイトでは、動画に登場するスポットの紹介や、シガリズムを体験・体感できる情報が盛り
だくさんの観光ガイドブック（デジタル版）、サイクリング初心者向けの自転車さんぽを楽しむための情報などを順次公開
予定です。
そして、動画及び公式サイトの公開を記念して、ＪＲ大阪駅 1 階旅立ちの広場にて、動画放映やびわ湖ブルーのレ
ンタサイクルやパンフレットの展示も実施します。ぜひお立ち寄りください。
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（参考資料）

■「シガリズムペダル」について
滋賀県はコロナ禍でより体験交流型の観光（サイクリングやアクティビティ）
が求められていることから、ターゲットをサイクリングのライトユーザーや女性などに
設定し、電車で滋賀県に来て、駅を起点に自転車でゆっくりとこぎ出し、シガリ
ズムを感じられるような自転車さんぽを提案するものです。
「”シガリズム”」とは、自然と人がちょうどいいバランスを取りながら、人だけが
焦ることなく、自然と歩みをそろえ、ゆっくり、ていねいに暮らすことで培われて
きた滋賀のリズム。滋賀の暮らしに触れ、自然と遊び、人に出会う。
滋賀のリズムを体感することで、心のリズムが整う。そんな旅のスタイルの事です。
【シガリズムペダル公式サイト】

【シガリズムペダル動画】

■ＪＲ大阪駅での展示について
本動画の公開等に合わせて、ＪＲ大阪駅 1 階旅立ちの広場にて、レンタサイクル「駅リンくん」（ＪＲ西日本レンタカ
ー＆リース株式会社）が滋賀県で展開する、びわ湖ブルーの e-bike の展示や動画を放映して、シガリズムペダルをＰ
Ｒします。
詳細は以下の通り。
期間：2022 年 3 月 7 日（月）～3 月 21 日（月）
場所：ＪＲ大阪駅 1 階旅立ちの広場
内容：びわ湖ブルーの e-bike の展示、シガリズムペダル動画放映、パンフレット設置

■パンフレット・ポスターについて
「シガリズムペダル」を PR するパンフレット・ポスターを作成し、西日本旅客鉃道株式会社様にご協力いただき、京阪神
の主要駅を中心に、広く配布・掲出していただきます。また県内観光案内所等でもパンフレットを配布いたします。
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（参考資料）

本リリースに関してのお問い合わせ先
（事務局）

公益社団法人びわこビジターズビューロー 企画広報部 吉原

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2 番 1 号 コラボしが 21 6 階
TEL：077-511-1530 FAX：077-526-4393 MAIL：yoshihara@biwako-visitors.jp
※当リリースにかかる画 像素材等についてもこちらまでお問い合わせください。
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