２０１８年９月２８日
南海電気鉄道株式会社

加太さかな線 秋のキャンペーン・加太を巡って、賞品をゲットしよう

「加太さかな線 めでたいラリー」
加太スタグラムも同時開催！
南海電鉄（社長：遠北 光彦）では、加太観光協会および磯の浦観光協会と共同で「加
太さかな線プロジェクト」を進め、観光列車「めでたいでんしゃ」を運行するなどして加
太線沿線を盛り上げています。
このたび、加太さかな線秋キャンペーンとして、１０月６日（土）から１２月２日（日）
まで、加太沿線の飲食店などに設置されているスタンプを集めて応募すると、一本釣りの
鯛や和歌山の地酒などが当たるスタンプラリー「加太さかな線 めでたいラリー」を開催
します。
また同期間中、“秋”をテーマに加太 沿線や「めでたいでんしゃ」にまつわる 写真を
「Instagram」に投稿していただく「加太スタグラムキャンペーン」 の開催や、加太線に
お得に乗車できるフリーチケット「加太さかな線おさんぽきっぷ」の販売を行います 。
詳細は別紙のとおりです。

魚をかたどったキャンペーンポスター（車内吊り）
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「加太さかな線 めでたいラリー」について

１．期間
２０１８年１０月６日（土）～１２月２日（日）
２．参加の流れ
（１）期間中に「加太観光きっぷ」、
「加太さかな線おさんぽきっぷ」、
「当社の電車で行く
加太方面への旅行商品（ぶらりたび）」のいずれかをご購入のお客さまに、めでた
いラリースタンプ台紙をお渡しします。
※「加太観光きっぷ」の詳細については当社ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：http://www.nankai.co.jp/traffic/otoku/kada_kanko.html

（２）ＡエリアとＢエリアに分かれた、加太沿線の飲食店などのラリー参加施設で「加太
観光きっぷ」、「加太さかな線おさんぽきっぷ」または「ぶらりたび専用チケット」
を呈示し、割引やオリジナルメニューの提供など特典を受け、台紙にスタンプを集
めます。

左：加太観光きっぷ・加太さかな線おさんぽきっぷ券面

右：ぶらりたび専用チケット券面

（３）各エリアでスタンプを２つ集めて、引渡し駅でスタンプ台紙を呈示するとオリジナ
ル缶バッジを獲得できます。
※引渡し駅：東松江駅～加太駅の各駅（西ノ庄駅を除きます）
（４）Ｗチャンスとしてスタンプ台紙を、加太駅・和歌山市駅設置のめでたいポストに投
函いただいたお客さまに抽選で賞品をプレゼントします。
３．賞品について
（１）スタンプ収集による賞品
スタンプ台紙にスタンプを所定の数集めて、引渡し駅
で呈示すると、赤ロゴまたは青ロゴデザインの缶バッジ
（先着各 1,000 個）をプレゼントします。
①Ａエリア（加太駅エリア）２つ
→ 缶バッジ（赤ロゴデザイン）
②Ｂエリア（和歌山市駅～磯ノ浦駅エリア）２つ
→ 缶バッジ（青ロゴデザイン）
③Ａ・Ｂエリア１つずつ
→ 缶バッジ（赤ロゴまたは青ロゴデザイン）どちらか１つ
④Ａ・Ｂエリア２つずつ
→ 上記の缶バッジに加え、八幡前駅最寄りのたこ焼き
店「たこ笑」で、オリジナルタコせんをプレゼント
※スタンプの押印は１施設につき、１回のみ有効です。

スタンプ台紙

缶バッジ（赤ロゴデザイン）
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（２）めでたいポストへの投函による賞品
スタンプ台紙に住所・氏名など必要事項を記入の上、
めでたいポストに投函すると抽選で賞品が当たります。
ア、ポストの設置について
①場所：加太駅改札内、和歌山市駅３番線ホーム
②期間：１０月６日（土）～１２月８日（土）
イ、賞品内容
めでたいポスト（和歌山市駅３番線ホーム設置）
特賞：一本釣りの鯛（２人）
Ａ賞：和歌山の地酒「世界一統 純米吟醸『南方』 720ml」（３人）
Ｂ賞：カネナカ商店しらすのなかむら
釜揚げしらす・天日干しちりめんセット（５人）
Ｃ賞：淡島海苔 梅のり・山葵のり・ふりかけのり詰め合わせセット（５人）
Ｄ賞：加太さかな線オリジナル前掛け（１０人）
※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
（３）各乗車券呈示による賞品
ラリー参加施設で「加太観光きっぷ」、「加太さかな線おさ
んぽきっぷ」、「ぶらりたび専用チケット」のいずれかを呈示す
ると割引やオリジナルメニューの提供など特典が受けられます。
また、加太駅での呈示で「オリジナルプラカップ（透明）」を
プレゼントします。（先着 2,000 個）

オリジナルプラカップ（透明）

＜参加施設および特典＞
※詳細は、１０月１日（月）から南海電鉄ホームページ「ゆるっと×ふわっと紀州加太」
にも掲載します。URL http://www.nankai.co.jp/kada.html
※店舗ごとの営業時間・定休日をあらかじめご確認のうえ、ご訪問ください。
Ａエリア（加太駅周辺）
スタンプ
番号
1

店舗名

大阪屋ひいなの湯

特典の条件・内容
温泉入浴時に呈示で、
入浴料割引大人 1,200 円→700 円、
小人（2 歳以上）600 円→400 円

2

和歌山加太温泉
シーサイドホテル加太海月

3

活魚料理いなさ

食事注文時に呈示で「温泉蛸いなり寿司」１個サービス

加太淡嶋温泉

温泉入浴時に呈示で入浴料割引
大人 800 円→700 円（ドリンク付き）・600 円（入浴のみ）

4

5

あぶりの湯 ペンションふじや
Kitchen daichan

温泉入浴時に呈示で、
入浴料割引大人 1,200 円→600 円、小人 700 円→350 円

小人 600 円→500 円（ドリンク付き）・400 円（入浴のみ）
加太産天然真鯛の和風パスタ注文時に呈示で、
同商品 100 円割引
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6

活魚料理専門旅館
あたらし屋

7

ゑびすや

8

ゑびすや２号店

9

小嶋一商店

10

磯賀屋

11

淡島海苔

12

休暇村 紀州加太

温泉入浴時に呈示で入浴料割引
大人 1,080 円→756 円、小人 756 円→540 円
（バスタオル、フェイスタオル付き）
加太ゑびすやほろ酔いセット注文時に呈示で、
同商品 1,200 円→1,000 円
2,000 円以上商品を購入時に呈示で、
オリジナルキーホルダープレゼント
よもぎ大福 5 個入り購入時に呈示で、
同商品 600 円→550 円
1,000 円以上商品を購入時に呈示で、
きざみのりプレゼント
1,000 円以上商品を購入時に呈示で、
うめのもみのりプレゼント
温泉入浴時に呈示で入浴料割引
大人 1,200 円→1,000 円、小人 600 円→500 円
鯛餃子 6 個入り注文時に呈示で、
同商品 700 円→500 円

13

オジバ商店

食事注文時に呈示で、
食後のオリジナルドリンク１杯サービス

14

つぶらカフェ

抹茶白玉ぜんざい注文時に呈示で、
同商品 700 円→600 円

Ｂエリア（和歌山市駅～磯ノ浦駅の各駅周辺）
スタンプ
番号

店舗名

特典の条件・内容

15

カフェ楓荘

ホットケーキ注文時に呈示で、ソフトドリンク１杯サービス

16

Gluck（グリュック）

食事注文時に呈示で、ソフトドリンク１杯サービス

17

wahine café（ワヒネ カフェ）

食事注文時に呈示で、ソフトドリンク１杯サービス

18

中善商店

19

山利

20

カネナカ商店 しらすのなかむら

21

cafe mo@ni（カフェ モア二）

22

たこ笑

23

桂円

24

俺たちの干物

25

カフェ古屋アパート

26

前田精肉店

27

Ｌａｐｉｎ（ラパン）

1,000 円以上商品を購入時に呈示で、
しらすの佃煮プレゼント
商品購入時に呈示で、しらす 800 円→700 円
1,000 円以上商品を購入時に呈示で、
ちりめんじゃこ小袋プレゼント
食事注文時に呈示で、ソフトドリンク１杯サービス
食事注文時に呈示で、
限定メニュー「めでたいたま線」が 200 円
食事注文時に呈示で、食後のソフトドリンク１杯サービス
1,000 円以上商品を購入時に呈示で、
おすすめ干物１点プレゼント
カレー・ドリンクセット注文時に呈示で、
プチケーキサービス
500 円以上購入時に呈示で、特典商品１個サービス
500 円以上購入時に呈示で、おすすめパン１個サービス
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28

逢憂都場庵 （アウトバアン）

29

ＡＬＰＳ

30

たけのこ

31

ロアール２１

32

酒の道場（花野）

33

紀州麺処 誉（ほまれ）

食事注文時に呈示で、卵１個サービス
定食（弁当箱）注文時に呈示で、50 円割引
食事注文時に呈示で、コーヒーまたは紅茶１杯サービス
500 円以上商品を購入時に呈示で、
ミニマロンパイ 1 個サービス
地酒のみくらべセット注文時に呈示で、小鉢サービス
ラーメン注文時に呈示で、鯖のにぎり２貫サービス
入店時に呈示で、

34

ライオンホルモン

35

水辺座

白菜キムチ・きゅうりキムチ・大根キムチ・ナムル・チャン
ジャのいずれか１品サービス
和歌山産地酒注文時に呈示で、小鉢サービス

「加太スタグラム」について
１．募
（１）期
（２）内

２．応

集
間：２０１８年１０月６日（土）～１２月２日（日）
容：秋をテーマとした、加太沿線や「めでたいでんしゃ」にまつわる写真
例）加太の町中で見つけた秋を感じる風景写真
笑顔で紅葉鯛をほおばる子どもの写真など

募
お手持ちのスマートフォン、またはタブレット端末に「Instagram」をインストー
ルし、「加太スタグラム」公式アカウント（@kadastagram）をフォローのうえ、投
稿写真の本文にハッシュタグ「＃加太スタグラム」を入力して投稿してください。

３．賞
品
（１）賞品内容
ア、めでたいさいふ４色セット（５人）
イ、めでたいでんしゃガーゼタオルセット（５人）
ウ、スマートフォン用カメラアクセサリー（１０人）
（２）選考方法
当選者は、キャンペーン期間中に投稿いただいた写真の中から抽選で決定し、
Instagramダイレクトメッセージで連絡します。
※投稿日がキャンペーン期間外の投稿は、選考の対象となりませんのでご注意
ください。
※夏キャンペーン実績（7 月 7 日～9 月 2 日）：フォロワー507 人、投稿 1,065 件
【ご参考】「加太さかな線おさんぽきっぷ」の発売について
加太線が 1 日乗り放題となるおトクな乗車券を期間限定で発売します。
（１）発 売 額：大人７００円 小児３５０円
（２）発売期間：２０１８年１０月６日（土）～１２月２日（日）
（３）有効期間：乗車当日限り
（４）有効区間：和歌山市駅～加太駅間
（５）発 売 駅：和歌山市駅、紀ノ川駅、東松江駅～加太駅間各駅（西ノ庄駅を除く）
以 上
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