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2016年４月のオープン以来、
お子さまや鉄道ファンにご来館いただいている
「見る、さわる、体験する」を重視した
鉄道の総合博物館です。

日本最大級の鉄道の総合博物館

京都鉄道博物館
で感動体験を!

明治から昭和にかけて活躍した実物の鉄道車両53両を保存・展示。
なかでも体験展示がとても好評です。本物の蒸気機関車が引く客車
に乗車できる「SLスチーム号」の体験乗車や運転士気分を味わえる
「運転シミュレータ」の体験も！また、幅約30m×奥行約10mの日本
最大級規模の「鉄道ジオラマ」も見ごたえあり♪

●アクセス：嵯峨野線「梅小路京都西駅」下車徒歩約２分
●開館時間：10：00～17：00（入館は16：30まで）
●休 館 日：毎週水曜日・年末年始（12/30～１/１）ほか

蒸
気
機
関
車
か
ら
新
幹
線
ま
で

実
物
53両
を
保
存・展

示
！

リロクラブ会員証提示で

10%OFF８名様まで
入館料

公式サイトはこちら！

※各種イベント情報はHPをご確認ください。

※祝日、春休み、夏休み等は開館
※詳細はHPをご確認ください。
一般 1,200円
大学生・高校生 1,000円
中学生・小学生   500円
幼児（3歳以上）  200円

●入 館 料：

ジェイアールウエスト倶楽部特典

プロムナード

運転シミュレータ（抽選制）

SLスチーム号（別途料金）

鉄道ジオラマ

扇形車庫エリア
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今年の夏は4方面へ運行します！
白い車体の車窓を
カバンのように大胆にデザインした観光列車です。
ホテルのようなフローリングデッキ、
現代アート作家の作品展示、
自転車をそのまま積み込めるサイクルスペース、
アートをテーマにした列車が
せとうちの旅を盛り上げます。

「ラ・マル せとうち（宇野方面）」・「ラ・マル 

しまなみ（尾道方面）」・「ラ・マル ことひら

（琴平方面）」に加え、新規ルートとして

赤穂線「ラ・マル 備前長船（日生方面）」の

運行を開始します。

停車駅は、岡山・東岡山・長船・

伊部・日生。岡山の夏の旅がよ

り魅力的になるラ・マル・ド・

ボァにぜひご乗車ください。

日本三名園のひと
つ「岡山後楽園」が
しっとりと風情ある
灯りにつつまれる夜
間の人気イベント。
キャンドルや照明に
彩られた、名園の昼
間とは違った夜の
美しい幻想的な表
情を楽しめます。

この夏、岡山県内
のJRや指定のバ
ス、船などをセット
にした、se towa限定のおトクな
「setowa周遊パス」が新たに3つ
発売開始。
さらに、おすすめの観光・体験スポッ
トなどが利用できる「setowaチケッ
ト」がスマートフォンから事前に購入
可能!
チケットレスで利用でき、さらに便利
になった「setowa」を使って、岡山・せ
とうち旅へGO!

プレキャンペーン開催中!期間：2021年7月～9月2022年度の本キャンペーンに先駆けて、
今年はプレキャンペーンが行われます。

岡山ならではの、新しい旅のスタイルを提案します。

“動くアートギャラリー”の作品をご紹介！

宇高連絡船をテーマに
アニメの原型の作品を展示

旅の道具たちが列車となって旅を
するのがテーマ

Go! Go!! Okayama

Le Point d‘Art!

recommend!
1

開館前に貸し切りで特別解説員の案内を聞きながら、モネの自宅
庭園から株分けされた睡蓮の花と「睡蓮」をはじめとする世界の
名画を鑑賞。倉敷国際ホテルで、名著「モネの食卓」のレシピを
再現したスペシャルモーニングをいただく、プレミアムツアーです。

recommend!
2

「蒜山ハーブガーデンハービル」を日
にち限定で夜間開園。蒜山三座のシ
ルエットとともに、高原の夏の星空と
ドリンクや軽食を楽しめる、星空観賞
会を行います。夏の美しい星空の世
界へ浸る、ロマンチッ
クな一晩です。

recommend!
3

JR岡山駅から農園まで貸切タク
シーでアクセス!フルーツ狩りと試
食専用のミニスイーツがセットに
なったオリジナルプランです。8・9・
10月はぶどうが旬!産地だからこそ
楽しめるとれたての味にうっとりす
る美味しい時間が
待っています！

recommend!
4

岡山県をおトクに周遊できる
「setowa 周遊パス」発売中！
ますます便利に

イメージ

詳しくは
「岡山DC」で検索！

●お問い合わせ先 086-272-1148（岡山後楽園）●お問い合わせ先 086-422-0005（大原美術館）●お問い合わせ先 052-253-6324（観光販売システムズ） ●お問い合わせ先 0867-66-4533（蒜山ハーブガーデンハービル）

More!

More!More!

WEB版
setowaはこちら

setowaについて
詳しくはこちら

More!
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今年の夏は4方面へ運行します！
白い車体の車窓を
カバンのように大胆にデザインした観光列車です。
ホテルのようなフローリングデッキ、
現代アート作家の作品展示、
自転車をそのまま積み込めるサイクルスペース、
アートをテーマにした列車が
せとうちの旅を盛り上げます。

「ラ・マル せとうち（宇野方面）」・「ラ・マル 

しまなみ（尾道方面）」・「ラ・マル ことひら

（琴平方面）」に加え、新規ルートとして

赤穂線「ラ・マル 備前長船（日生方面）」の

運行を開始します。

停車駅は、岡山・東岡山・長船・

伊部・日生。岡山の夏の旅がよ

り魅力的になるラ・マル・ド・

ボァにぜひご乗車ください。

日本三名園のひと
つ「岡山後楽園」が
しっとりと風情ある
灯りにつつまれる夜
間の人気イベント。
キャンドルや照明に
彩られた、名園の昼
間とは違った夜の
美しい幻想的な表
情を楽しめます。

この夏、岡山県内
のJRや指定のバ
ス、船などをセット
にした、se towa限定のおトクな
「setowa周遊パス」が新たに3つ
発売開始。
さらに、おすすめの観光・体験スポッ
トなどが利用できる「setowaチケッ
ト」がスマートフォンから事前に購入
可能!
チケットレスで利用でき、さらに便利
になった「setowa」を使って、岡山・せ
とうち旅へGO!

プレキャンペーン開催中!期間：2021年7月～9月2022年度の本キャンペーンに先駆けて、
今年はプレキャンペーンが行われます。

岡山ならではの、新しい旅のスタイルを提案します。

“動くアートギャラリー”の作品をご紹介！

宇高連絡船をテーマに
アニメの原型の作品を展示

旅の道具たちが列車となって旅を
するのがテーマ

Go! Go!! Okayama

Le Point d‘Art!

recommend!
1

開館前に貸し切りで特別解説員の案内を聞きながら、モネの自宅
庭園から株分けされた睡蓮の花と「睡蓮」をはじめとする世界の
名画を鑑賞。倉敷国際ホテルで、名著「モネの食卓」のレシピを
再現したスペシャルモーニングをいただく、プレミアムツアーです。

recommend!
2

「蒜山ハーブガーデンハービル」を日
にち限定で夜間開園。蒜山三座のシ
ルエットとともに、高原の夏の星空と
ドリンクや軽食を楽しめる、星空観賞
会を行います。夏の美しい星空の世
界へ浸る、ロマンチッ
クな一晩です。

recommend!
3

JR岡山駅から農園まで貸切タク
シーでアクセス!フルーツ狩りと試
食専用のミニスイーツがセットに
なったオリジナルプランです。8・9・
10月はぶどうが旬!産地だからこそ
楽しめるとれたての味にうっとりす
る美味しい時間が
待っています！

recommend!
4

岡山県をおトクに周遊できる
「setowa 周遊パス」発売中！
ますます便利に

イメージ

詳しくは
「岡山DC」で検索！

●お問い合わせ先 086-272-1148（岡山後楽園）●お問い合わせ先 086-422-0005（大原美術館）●お問い合わせ先 052-253-6324（観光販売システムズ） ●お問い合わせ先 0867-66-4533（蒜山ハーブガーデンハービル）

More!

More!More!

WEB版
setowaはこちら

setowaについて
詳しくはこちら

More!
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鳥取、島根のおみやげならおまかせ！
遠方のご家族やご友人への贈り物にも最適なギフト商品をそろえています。
お取り寄せグルメなどご自宅用に買う方も多く、山陰の美味しいもの、
素敵なものを探しに、ぜひサイトをご覧ください！

04

楽天市場店 PayPayモール

かにトロ丼、
本マグロしょうゆ漬丼
など、海鮮丼が人気!

おみやげ楽市では、山陰のいいものを豊富に取り揃えております。
観光やビジネスでお越しのお客様はもちろん、
山陰にお住まいの皆様も、ぜひ一度お立ち寄りください。
今まで知らなかった山陰のいいものに出会えるかも…？
その他、山陰の主要駅の直営店舗でも、おみやげを取り揃えております！

▲

▲

▲

｜贈り物に!  ご自宅用に!  鳥取、島根のお土産オンラインショップ!｜

山陰のお酒やおつまみ、鉄道グッズ、ＳＮＳで
話題の商品など豊富に取り揃えております！

山陰へお越しの際はぜひお立寄りください！

イメージ

宍道湖産
しじみ（冷凍)
砂抜き済みなので
すぐに調理OK!

観光列車あめつちオリジナルグッズを
取り揃えています（楽天市場店のみ）。

山陰ブランド日本酒特集は
大好評の企画!

メディアで話題の商品も
専用コーナーで紹介！！

JR西日本山陰開発 TEL 0852-43-6519 https://www.wjrsd.co.jp/お問い合わせ先

当店オリジナルギフトセットは
化粧箱付きなのでギフトにも◎ その

他

おすすめ商品はこち
ら！

イメージ

イメージイメージ

イメージ

実店舗はこち
ら！

おみやげ楽市 鳥取店　

おみやげ楽市 米子店　 おみやげ楽市 松江シャミネ店

担当部署直通 受付時間 平日9：00～17：30 ※お問い合わせの際は「ジェイアールウエスト倶楽部」を見たとお伝えください。
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特設サイト
https://mitsukoshiec.shop-pro.jp

取扱い商品は、順次拡充予定！

この度、JR西日本グループの皆様専用の食料品特別販売サイトがスタートしました！
店舗にお越しいただかなくても、専用ECサイトから気軽にご利用いただけます。
取り扱いは食料品のみとなりますが、お買い得な価格かつ全品送料無料（一部除く）
となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください！

商品の一例

ご利用方法 5%OFF商品購入時に下記の
クーポンコードを入力すると…

クーポンコード：999-8888

会員特典

※価格はすべて税込です。

ウィルキンソン 1L×24本
100年以上の歴史を持つ日本生まれの炭酸水
で、磨き抜かれた水と強めの炭酸ガスから生
まれる爽快な味わいが特徴です。

3,841円（税込）写真はイメージです。

添加物・保存料不使用
京都ふしみ美人 絹いなり20枚
しっとり柔らか、絹のように処理が細やかな油揚げを使用。
隠し味に「伏見の酒粕」を加えた出汁がきいた京都らしい
「おあげさん」です。

699円（税込）写真はイメージです。

ジェイアール京都伊勢丹 営業時間 午前10時～午後８時
※諸般の事情により営業時間を変更する場合がございます。

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
TEL 075-352-1111（大代表）

さらに!!

9月8日（水）～9月20日（月・祝）
●最終日 午後6時終了 ●10階 催事場 海鮮まるき 1折 1,782円（税込）

［初出店］〈留萌市/鮨懐石　丸喜〉

オンラインストアは
こちらから！
オンラインストア会期
9月1日（水）午前10時～
9月15日（水）午前10時

ジェイアール京都伊勢丹
オンラインストア
送料無料キャンペーン
9/1(水)午前10時～29(水)午前10時
の期間中、1回のご注文が
合計5,000円(税込)以上お買い上げで

送料無料で承ります。

創業祭特別企画
9月1日（水） 午前10時～
9月29日（水） 午前10時

2,376円（税込）
〈8・7BAKE SHOP〉
クッキー缶（大）

イメージ

※9月1日（水）
　午前10時公開予定

イメージ

※9月1日（水）
　午前10時公開予定

巻末 01

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2108 巻末P.01



やわらかで
ふくらみのある
味わいと上品な
樽の風味、
また心地よい
余韻を
楽しめる
逸品。

九州のお酒、取り扱いはじめました！
九州だから出会える、こだわりの銘酒を揃えました。

福岡などで運営する
みやげ店のノウハウを活かした、
オンラインショップ。
選りすぐりの九州みやげを販売しており、
九州の味をいつでもどこでも
お楽しみいただけます。

【やまや】
明太いわし煮
140g
【九州福岡土産】

【丸一】
めんたい松前漬け
いか刺し柚子入り
180ｇ

超辛口ですが
その辛さを感じない、
飲みやすい
スッキリタイプ。

博多の森
720ml（清酒15度）

壱岐
スーパーゴールド22
720ml（麦焼酎22度）

中洲
720ml（清酒15度）

純米大吟醸

新着スイーツのおすすめ！
【風美庵】糸島ミルクブランド

ジェイアールサービスネット福岡
TEL 0120-067-022
https://kyushumiyage.com/

お問い
合わせ先

福岡糸島の牛乳「伊都物語」を使ったやさしい風味のお菓子です。

オンラインストア

バームクーヘン

ラングドシャ

福 岡

「壱岐」は
「麦焼酎発祥の地」
樫樽で貯蔵
熟成させた
本格焼酎。

長 崎 大 分

荒濾過製法により、
芋焼酎本来の香り、
旨みを十分に
味わえる
濃厚な焼酎に
仕上げました。

鹿児島

芋本来のもつ
旨みが活きて、
まろやかながら
コクがあり、
喉ごし抜群!
酔いざめ
さわやかな
焼酎です。

鹿児島

九州産の鶯宿梅を
漬け込み、熟成
させたすっきり
とした中にも
味わいのある
梅の実を
贅沢に
使用した
本格梅酒。

大 分

厳選された酒米を
低温で発酵させた
香り豊かな吟醸酒。
すっきりとした
上品な辛口。

如水
720ml（清酒15度）

吟醸

福 岡

厳選した大麦を原料に、
蒸留後樫樽で貯蔵し、
長期間熟成させた
本格的な古酒の
焼酎です。

千年の
眠り
720ml
（麦焼酎40度）

福 岡

華やかな吟醸香と、
まろやかな味わいを
お楽しみください。

福 岡

麦焼酎

極上閻魔
720ml（麦焼酎25度）

麦焼酎

麦焼酎

閻魔梅酒
720ml（梅酒14度）

本格焼酎 遖 九州男
720ml（芋焼酎25度）

本格焼酎 七窪

イメージ イメージ

イメージ

720ml（芋焼酎25度）

九州らしさ
No.1!

お酒のアテにこちらも！

土日祝も
休まず発送
可能です。

チョコエッグケイク

さっぱり、ぴりりとし
た味は、ご飯にも合
います！

明太の風味が
香り、お酒が進
みます。

超辛口純米酒

本格梅酒芋焼酎芋焼酎

長期熟成麦焼酎

巻末
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有効期限:

No.003001

有効期限:

No.003001

全国に広がる
ヴィアインホテル
チェーン

ヴィアインメンバーズクラブ会員募集中 ▼

全ホテル
駅から徒歩
5分圏内

東京大井町・秋葉原・新宿・東銀座・浅草・飯田橋後楽園・日本橋人形町・金沢・名古屋新幹線口・名古屋
駅前椿町・京都四条室町・京都駅八条口・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪正面口・梅田・大阪京橋・心斎橋・
心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・あべの天王寺・姫路・岡山・広島銀山町・広島新幹線口・下関・博多口駅前

※画像はすべてイメージです。内容は変更になる場合がございます。

便利でおいしい！
ホテル周辺商業施設での
ご夕食付き宿泊プランを
販売開始！

［エキマルシェ新大阪夕食付プラン］

〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1（JR金沢駅構内）
https://www.viainn.com/kanazawa/

検索ヴィアイン金沢

TEL 076-222-5489
JR金沢駅構内唯一のホテル。北陸
新幹線開業で便利になった金沢を
堪能できるホテルです。

●大阪の玄関口、新大阪駅周辺には、３つのヴィアイン

〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町33-1 
https://www.viainn.com/himeji/

検索ヴィアイン姫路

TEL 079-286-6111
JR姫路駅東口より徒歩2分の好立
地。散策や観光への際は、ホテルに
荷物を預けて身軽にどうぞ。

検索ヴィアイン新大阪

〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-7
https://www.viainn.com/shinosaka/

TEL 06-6327-6111

検索ヴィアイン新大阪ウエスト

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-21
https://www.viainn.com/shinosaka-w/

TEL 06-6398-6111

検索ヴィアイン新大阪正面口

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-14
https://www.viainn.com/shinosaka-s/

TEL 06-6886-5489

新大阪駅構内にある「エキマルシェ新大阪」と、2021年3月16日に
OPENした新エリア「エキマルシェ新大阪Sotoe（ソトエ）」の飲食
店舗でご利用いただけるご夕食券（お食事券）が付いたプラン。レス
トラン・居酒屋・カフェなど、その数15店舗以上。おいしいお酒とと
もに大阪名物の味からデザートまで、その時の気分に合わせてお選
びください。

金沢駅構内にある「金沢百番街」の飲食店舗で利用できるご夕食
券（お食事券）が付いています。
30店舗以上の中からお気に入りのレストラン・居酒屋・カフェをご
自由にチョイス。クラフトビールにお寿司・デザートまで、お好みに
合わせたご夕食をお楽しみいただけます。

JR姫路駅に隣接する「ピオレ姫路」の飲食店舗で利用できる
ご夕食券（お食事券）が付いています。
20店舗以上のレストラン・居酒屋・カフェが対象。ビールにお寿司・
郷土料理・デザートまで、幅広いラインナップです。

［金沢百番街夕食付プラン］ ［ピオレ姫路夕食付プラン］

ヴィアインホテルチェーン

ヴィアイン金沢　

ヴィアイン新大阪・新大阪ウエスト・新大阪正面口

ヴィアイン姫路

https://www.viainn.com/lp/
viainndinner-kanazawa/

https://www.viainn.com/lp/
viainndinner-himeji/

イメージ
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広く告知をする
お手伝いを
いたします！

ジェイアール西日本ウェルネット営業部　ライフサポート課　担当：滝本、松藤、土山

 E-mail  jrwestclub@jrwelnet.com
TEL 06-6195-5820

JR TEL (071)2076
FAX 06-6305-0101

ナツ（夏）イ・アツ（暑）が
やってきましたね～！

編集後記

事務局 松藤

04

ジェイアールウエスト倶楽部会報誌では、各社さまより掲載を募集して
おります。「自社商品を掲載したい」「当社の取り組みを紹介してほしい」
など、会員さまへお伝えしたい事があれば、オリジナルページにて掲載
いたしますので、どしどしお寄せください（多数の場合は別途ご相談さ
せていただきます）。詳細については事務局までお問い合わせください。

会報誌掲載の募集

ジェイアールウエスト倶楽部事務局お問い合わせ先

皆さまいかがお過ごしでしょうか。
ビールにそうめん、スイカにかき氷…、暑いときは
これに限りますよね～。さぁ～て、盛夏だよりはい
かがでしたでしょうか。岡山ではプレDCが開催。
福岡・山陰・京都のご当地名産が気軽に手に入る
オンラインショップも盛りだくさん。皆さんも夏の
暑さに負けずに体調管理を万全にして乗り切りま
しょう！
お疲れSUMMER～。

おトクで便利なJR駅レンタカーをご利用ください

＋プラス
全国のJRの列車と駅レンタカーがセットになった、おトクな「きっぷ」。

JRの割引をご利用いただけない期間であっても、「レール＆レンタカー特別価格」で
駅レンタカーをご利用いただけます。

全国のJR区間が対象！

運 賃
特急料金
グリーン料金など

新幹線も
割引に！

（　　　）のぞみ・みずほ
を除く

レンタカーの同乗者も
全員割引になります。

駅近でこんなにベンリ！

JRのきっぷ 駅レンタカー

駅の近くにあるから、
着いてすぐに
借りられる！

旅先での移動が
ラクラク＆
スムーズ！

トクトクきっぷ発売やご利用には制限があります。発売条件やご利用条件については でご確認の上、ご購入ください。

駅レンタカー券のお引き取り JR券の購入（代金のお支払い）

20%割引10%割引
※JRの乗車券・特急料金等の割引には条件があります。4月27日～5月6日、8月10日～19日、12月28日～
1月6日は割引となりません。また、一部の列車・設備は割引となりません。

STEP

2

駅レンタカー

駅レンタカーを予約
まずはネットで パソコン、スマートフォンから

https://www.ekiren.co.jp
https://www.ekiren.co.jp/sp/

STEP

1
パソコンパソコン

スマート
フォン
スマート
フォン

駅レンタカー西日本の営業所では、
アルコール除菌ウェットティッシュを
レンタカーご利用1台につき1パック進呈中!!

※一部、実施していない営業所がございます。
　各営業所でなくなり次第終了させていただきます。

※駅レンタカーの予約は、駅では受け付けできませんのでご注意ください。

つぎに駅・旅行会社で
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