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“金のトワイライト＆500 系 NFT”が必ずもらえる 
「JR 西日本 懐鉄 NFT コレクション」 

スペシャル鉄道 NFT プレゼントキャンペーン開催決定！ 
人気鉄道アプリ「プラチナ・トレイン」&「ナツテツパズル」も連動キャンペーンを開催！ 

 

JR西日本グループは、鉄道開業 150年を記念して LINEの NFT総合マーケットプレイス『LINE NFT』で現在発売中の鉄道

NFT『JR西日本 懐鉄 NFTコレクション』を購入された方を対象に、限定の“スペシャル鉄道 NFT”をプレゼントするキャンペ

ーンを実施します。 

本キャンペーンでは、『JR西日本 懐鉄 NFTコレクション』の NFTを 10個以上購入いただいた方全員に『500系新幹線

（ゴールド）』NFTを、20個以上購入いただいた方全員に『トワイライトエクスプレス（ゴールド）』NFTをもれなくプレゼントしま

す。併せて、NFTを 5個以上購入いただいた方の中から抽選で 50名に『トワイライトエクスプレス（DD51牽引 ver）』NFTを

プレゼントします。 

また、本キャンペーンと連動して、人気鉄道ゲームアプリ「プラチナ・トレイン」「ナツテツパズル」においても、ゲーム内で使

用できる上記の“スペシャル鉄道NFT”と同じ列車をプレゼントするキャンペーンを同時に実施します。ぜひこの機会に『JR

西日本 懐鉄 NFTコレクション』をご購入ください。 

 

 

■「JR 西日本 懐鉄 NFT コレクション」販売ページ 

  

LINE NFT 『JR西日本 懐鉄 NFT コレクション』販売ページ https://nft.line.me/drop/brand/50 

『JR 西日本 懐鉄 NFT コレクション』特設ホームページ https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/nft/ 

https://nft.line.me/drop/brand/50
https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/nft/


■“スペシャル鉄道 NFT”プレゼントキャンペーン概要 

【プレゼント内容】  ※画像は現在開発中のイメージです。音声なしの動画になります。 

・ 「プロフィール NFT」に対応 ： LINEのプロフィールアイコンおよび LINE NFTのプロフィールへ設定が可能 

・ マーケットへの出品に対応 ： LINE NFTのマーケット上において、ユーザー間の売買が可能 

 

【プレゼントの受け取り条件】 

LINE の NFT 総合マーケットプレイス『LINE NFT』において『JR 西日本 懐鉄 NFT コレクション』のストアおよびマーケットで

販売されている NFTを 2022年 12月 15日（木）午前 0:00までに、各条件の指定数量分を購入された方が対象となります。 

【プレゼント送付時期】 

抽選に当選された方及び、条件を満たされた方の LINE NFTアカウントに、2023年 1月頃に送付予定です。 

【注意事項】 

 応募は不要です。プレゼントの受け取り条件に当てはまった方は自動的にキャンペーンにエントリーされます。 

 2022年 10月 8日（土）から 2022年 12月 15日(木)午前 0:00までにストアおよびマーケットで購入された『JR西日本 懐

鉄NFTコレクション』の NFTが本キャンペーンの対象となります。 

 購入されたNFTを保有中かどうかは問いません。売却済みのNFTも購入条件の個数にカウントします。 

 20個以上購入された方には、1アカウントにおいて『500系新幹線（ゴールド）』NFTおよび『トワイライトエクスプレス（ゴ

ールド）』NFTが 1つずつプレゼントされます。 

 10 個以上購入された方は、自動的に 5 個以上購入された方に抽選で 50 名様に『トワイライトエクスプレス（DD51 牽引

ver）』NFTが当たるキャンペーンにもエントリーされます。 

 当選者の発表はスペシャル鉄道NFTの付与をもって代えさせていただきます。 

 スペシャル鉄道NFTは、当選者および対象者に LINE NFTから自動的に LINE BITMAX Wallet へ付与されます。 

 プレゼントはNFTであり、実物の 3Dフィギュアではございませんのでご注意ください。 

 本キャンペーンはやむを得ない事情により予告なく変更・中止となる場合がございます。 

【キャンペーンの詳細について】 

本キャンペーンの詳細については、LINE NFT 『JR西日本 懐鉄NFTコレクション』販売ページ概要欄をご覧ください。 

 販売ページ URL：https://nft.line.me/drop/brand/50 

 

■同時開催！『プラチナ・トレイン』＆『ナツテツパズル』でダブルアプリ連動キャンペーン 
人気鉄道アプリ『プラチナ・トレイン』と『ナツテツパズル』において、本キャンペーンで獲得された“スペシャル鉄道 NFT”と同じ

列車（『トワイライトエクスプレス（DD51 牽引 ver）』、『500 系新幹線（ゴールド）』、『トワイライトエクスプレス（ゴールド）』）の運転カ

ードをプレゼントするダブルアプリ連動キャンペーンを実施します。詳しくはゲーム内のお知らせをご覧ください。 

 

『プラチナ・トレイン』について 

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 1500 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。

『トワイライトエクスプレス（DD51牽引 ver）』
NFT 

『500系新幹線（ゴールド）』 
NFT 

『トワイライトエクスプレス（ゴールド）』 
NFT 

   
(条件)NFTを 5個以上購入された方 

抽選で 50名様にプレゼント 
(条件)NFTを 10個以上購入された方 

全員にもれなくプレゼント 
(条件)NFTを 20個以上購入された方 

全員にもれなくプレゼント 

https://nft.line.me/drop/brand/50


2017 年 12 月 21 日からは Nintendo Switch でもリリースされています。 

 公式サイト： https://www.platinumtrain.jp/  

 

『ナツテツパズル』について 

「ナツテツパズル」は JR 西日本沿線の２４駅で、懐かしの列車がデザインされた入場券「西日本懐鉄入場券」に

ラインナップされる３２種類の列車たちが登場。お気に入りの「懐かしの鉄道」＝「ナツテツ」をあつめて、パズ

ルのデッキに編成し、鉄道チャレンジや全国のユーザーとランキングに挑戦する新感覚の鉄道パズルゲームです。

「西日本懐鉄入場券」発売駅では、スマートフォンの GPS 機能を使って高レアリティの列車を手に入れることが

でき、鉄道の旅を楽しみながら遊んでいただける新しい楽しさをご提供します。 

 公式サイト： https://www.natsutetsu.jp/ 

 

■「JR 西日本 懐鉄 NFT コレクション」について 
JR西日本では、鉄道開業150年の記念すべき節目の年に、JR西日本発足後に西日本各地で活躍した優等列車をテーマに

した「西日本懐鉄（ナツテツ）入場券」を合計 32種類、期間限定で発売しています。 

この度、入場券に登場する 32種類の列車を NFT（Non-Fungible Token：非代替性トークン）にすることで、西日本エリアのみな

らず全国各地の鉄道ファンの皆様に、JR西日本グループが公式で発行する唯一無二のデジタルアートとして収集いただけるよ

うになりました。本NFTは、LINEのNFT総合マーケットプレイス『LINE NFT』で現在発売中です。 

鑑定証が付いた希少なアート作品のようにデジタルデータの価値が保証されている NFTの特徴のもと、趣味としてコレクショ

ンするだけでなく、LINE NFTのマーケットにおいて個人間で売買していただくことも可能になります。 

 「西日本懐鉄入場券」特設ホームページ： https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/ 

 

■『JR西日本 懐鉄NFTコレクション』の企画・販売について 
 『JR西日本 懐鉄NFTコレクション』は、株式会社JR西日本コミュニケーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 野

中 雅志）、株式会社JR西日本イノベーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 奥野 誠）、株式会社ジェイコンテンツ

（本社：京都府長岡京市、代表取締役 吉光 隆雅）の３社が共同で企画・販売するものです※。 

※ JR 北海道商品化許諾申請中/JR東日本商品化許諾済/JR東海承認済/JR西日本商品化許諾済/JR四国承認済/JR九州承認済/（株）八幡電機製作所承認済 

 

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】 
株式会社 JR 西日本コミュニケーションズ E-mail: t-yasuda@jcomm.co.jp ／ TEL： 06-6344-5504 （担当：安田） 
株式会社 JR 西日本イノベーションズ E-mail: nanae-shirozu@jrw-inv.co.jp ／ TEL： 06-6375-8244 （担当：白水、鳥家） 

【商品・キャンペーンに関するお問い合わせ先】 
お問い合わせメールアドレス E-mail： nft.support@natsutetsu.jp （JR西日本 懐鉄 NFT コレクション事務局） 
特設ホームページ https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/nft/ 
公式 Twitter アカウント https://twitter.com/NATSUTETSU_NFT 
お問い合わせ対応時間：平日 10:00～18:00  休日にいただいたお問い合わせの回答は翌営業日以降になります。 

 

https://www.platinumtrain.jp/
https://www.natsutetsu.jp/
https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/
https://www.jr-odekake.net/railroad/natsutetsunyujouken/nft/
https://twitter.com/NATSUTETSU_NFT

