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奇跡の漁場が育んだ

カニ料理を目的に
多くの観光客が訪れる
「海の京都」エリア

とても細かい品質基準
にも注目！

高級ブランド「間人ガニ」高級ブランド「間人ガニ」

京都府の沖合い、水深250m～400mの海
底に、畑に似た軽泥の土壌があります。この
土壌には、プランクトンや魚・貝など、カニの
餌となる生物が豊富で、松葉ガニにとって
絶好の生息地。
この「奇跡の漁場」と呼ばれる天然の環境
によって、海の京都エリアの松葉ガニは高
い品質を誇っています。

京都府の最北端にある丹後町の間
人（たいざ）漁港からは、最短で１時
間30分の場所に好漁場があり、日帰
りで漁ができるのでカニの新鮮さが
抜群です。ここで水揚げされる「間人
ガニ（たいざがに）」は、「幻の蟹」と呼
ばれるほど希少なカニとして認知さ
れるようになりました。

舞鶴市にある道の駅「舞鶴港 とれと
れセンター」。何といってもここの特徴
は「その場で食べられる」こと。お客様
は指定した海鮮素材を目の前で調理
してもらい、海鮮焼きやお刺身として
すぐに食べられます。料理代が別途
かかることなく、カニ代だけで食べら
れるのも魅力。もちろん、カニのお持ち
帰りも可能です。

身詰まりの良さなど品質面はもちろん
のこと、実は「特定の船から水揚げさ
れたもの」という基準があり、間人ガニ
のランク分けは、なんと40～50段階
という細かさです。

京都府北部「もうひとつの京都を旅する」
海の京都観光圏（京丹後、宮津、伊根、与
謝野、舞鶴、福知山、綾部）のこと。
オフィシャルサイトでは充実した観光情
報を掲載しています。

カニ刺し、焼きガニ、カ
ニしゃぶ、ボイルがに、カニ

味噌、甲羅酒など…さまざまな食べ方も
考案され、楽しみ方の幅も格段に広がっ
ています。

さかなの街 舞鶴の「舞鶴かに」さかなの街 舞鶴の「舞鶴かに」
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大阪・京都・
奈良・尼崎・
姫路

金沢発 大阪

9,700円～11,200円
●旅行代金〈JRセットプラン〉金沢～大阪普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし（ヴィアイン新大阪2名1室利用
の場合）

●ホテルグランヴィア（大阪・京都） ●Umekoji Potel KYOTO ●奈良ホテル 
●ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA ●ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 
●ヴィアイン（京都駅八条口・京都四条室町・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪
正面口・梅田・大阪京橋・心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・心斎橋・あべの天王
寺・姫路）

道頓堀など1年中賑やかな大阪
は冬も元気！街中がイルミネー
ションで華やぐ「大阪・光の饗宴
2021」が行われます。メインイベン
ト期間は年内、そのほかは2022
年1月31日まで開催。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

大 阪

北陸発着

窓口に行かなくても
電話・ＷＥＢ・メールでサクサク申込可

おひとり様から利用可
※一部対象外のプランもあります。

九州
大阪発 鹿児島中央

29,600円～32,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉新大阪～鹿児島中央・限定みずほ・
さくら普通車指定席利用/おとな・お一人様1泊2日食事なし
（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 3名1室利用の場合）

●熊本県：つえたて温泉 ひぜんや、山鹿温泉 清流荘、清流山水花あゆの里、
阿蘇プラザホテル、阿蘇ホテル〈一番館〉
●大分県：ホテル白菊
●長崎県：稲佐山観光ホテル
●鹿児島県：SHIROYAMA HOTEL kagoshima、指宿白水館、指宿いわさきホテル
●宮崎県：青島グランドホテル

鹿児島のシンボルといえば桜島。
鹿児島市内から約4kmに位置し、
一周は約36km、車で約1時間で
回れます。現在でも活動をしてい
る世界有数の活火山です。

スーパーバリュー

鹿児島

大阪・京都・
奈良・尼崎・
姫路・博多

広島発 大阪

12,000円～13,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉広島～新大阪普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし(ヴィアイン新大阪2名1室利用
の場合

●ホテルグランヴィア（大阪・京都） ●Umekoji Potel KYOTO ●奈良ホテル 
●ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA ●ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 
●ヴィアイン（京都駅八条口・京都四条室町・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪正
面口・梅田・大阪京橋・心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・心斎橋・あべの天王寺・
姫路・博多口駅前）

奈良の神社仏閣では例年1～2
月に1年のはじまりを祈念した年
中行事が行われます。特別公開
などもこの時期が多く、普段は拝
観できない仏像などが見られる
チャンスです。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

奈 良

中国・小倉・
博多 発着

金沢・和歌山・
岡山・広島・
下関・博多

大阪発 金沢

10,000円～12,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉大阪～金沢普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし（ヴィアイン金沢2名1室利用
の場合）

●ホテルグランヴィア（広島・岡山・和歌山）
●ヴィアイン（金沢・岡山・広島新幹線口・広島銀山町・下関・博多口駅前）

季節の装いを感じる風景が美し
い金沢。兼六園では、雪から枝を
守る雪吊りが冬の風物詩。毎年
2月頃に夜間ライトアップが実施
され幻想的な光景が見られます。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

金 沢

関西発着 関西・中国
各地発着

写真協力：公益社団法人　鹿児島県観光連盟写真提供：一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー写真提供：石川県観光連盟写真提供：（公財）大阪観光局

方面

方面方面方面

※イベントなどは、社会情勢を踏まえて営業内容の変更や休業が生じる場合がございます。おでかけ前に現地情報をご確認ください。
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大阪・京都・
奈良・尼崎・
姫路

金沢発 大阪

9,700円～11,200円
●旅行代金〈JRセットプラン〉金沢～大阪普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし（ヴィアイン新大阪2名1室利用
の場合）

●ホテルグランヴィア（大阪・京都） ●Umekoji Potel KYOTO ●奈良ホテル 
●ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA ●ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 
●ヴィアイン（京都駅八条口・京都四条室町・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪
正面口・梅田・大阪京橋・心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・心斎橋・あべの天王
寺・姫路）

道頓堀など1年中賑やかな大阪
は冬も元気！街中がイルミネー
ションで華やぐ「大阪・光の饗宴
2021」が行われます。メインイベン
ト期間は年内、そのほかは2022
年1月31日まで開催。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

大 阪

北陸発着

窓口に行かなくても
電話・ＷＥＢ・メールでサクサク申込可

おひとり様から利用可
※一部対象外のプランもあります。

九州
大阪発 鹿児島中央

29,600円～32,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉新大阪～鹿児島中央・限定みずほ・
さくら普通車指定席利用/おとな・お一人様1泊2日食事なし
（SHIROYAMA HOTEL kagoshima 3名1室利用の場合）

●熊本県：つえたて温泉 ひぜんや、山鹿温泉 清流荘、清流山水花あゆの里、
阿蘇プラザホテル、阿蘇ホテル〈一番館〉
●大分県：ホテル白菊
●長崎県：稲佐山観光ホテル
●鹿児島県：SHIROYAMA HOTEL kagoshima、指宿白水館、指宿いわさきホテル
●宮崎県：青島グランドホテル

鹿児島のシンボルといえば桜島。
鹿児島市内から約4kmに位置し、
一周は約36km、車で約1時間で
回れます。現在でも活動をしてい
る世界有数の活火山です。

スーパーバリュー

鹿児島

大阪・京都・
奈良・尼崎・
姫路・博多

広島発 大阪

12,000円～13,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉広島～新大阪普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし(ヴィアイン新大阪2名1室利用
の場合

●ホテルグランヴィア（大阪・京都） ●Umekoji Potel KYOTO ●奈良ホテル 
●ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA ●ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 
●ヴィアイン（京都駅八条口・京都四条室町・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪正
面口・梅田・大阪京橋・心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・心斎橋・あべの天王寺・
姫路・博多口駅前）

奈良の神社仏閣では例年1～2
月に1年のはじまりを祈念した年
中行事が行われます。特別公開
などもこの時期が多く、普段は拝
観できない仏像などが見られる
チャンスです。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

奈 良

中国・小倉・
博多 発着

金沢・和歌山・
岡山・広島・
下関・博多

大阪発 金沢

10,000円～12,800円
●旅行代金〈JRセットプラン〉大阪～金沢普通車指定席利用/
おとな・お一人様1泊2日食事なし（ヴィアイン金沢2名1室利用
の場合）

●ホテルグランヴィア（広島・岡山・和歌山）
●ヴィアイン（金沢・岡山・広島新幹線口・広島銀山町・下関・博多口駅前）

季節の装いを感じる風景が美し
い金沢。兼六園では、雪から枝を
守る雪吊りが冬の風物詩。毎年
2月頃に夜間ライトアップが実施
され幻想的な光景が見られます。

スーパーバリュー　JR西日本グループホテルズ

金 沢

関西発着 関西・中国
各地発着

写真協力：公益社団法人　鹿児島県観光連盟写真提供：一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー写真提供：石川県観光連盟写真提供：（公財）大阪観光局
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※イベントなどは、社会情勢を踏まえて営業内容の変更や休業が生じる場合がございます。おでかけ前に現地情報をご確認ください。
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082-262-1400 082-262-1490

医療法人JR広島病院 広島県広島市東区二葉の里3-1-36

TEL健診センター FAX

｜お申し込み・お問い合わせはコチラ｜

 （平日9:00～16:00）

さまはピロリ菌をご存じですか？「聞いたことはない」、
「聞いたことはあるけどくわしいことは分からない」、

「知人が除菌したと言っていたような…」など健診を受診される
方もなんとなく知っているけど、ピロリ菌を持っていると何が
いけないのか分からない方も多いようです。
そもそもピロリ菌とは、井戸水の使用や親が咀嚼したものを
子どもに与えたりすることで、子どもの頃に口を介して感染を
起こし胃の中に住み着くと言われています。その後年月を経て

萎縮性胃炎（慢性胃炎）という
状態になり、胃炎が進むにつれ
胃癌発生のリスクが高まります。
そこで、ピロリ菌を退治する
ことで、胃癌のリスクを減らし
胃癌で亡くなる人を減らして
いこうという考えから、現在は
ピロリ菌を調べて陽性であれば

除菌治療を受けられる方が増えてきています。
当院の人間ドックでは、血液検査で抗ヘリコバクターピロリIgG
抗体という検査がコースに含まれています。ご自身がピロリ菌
に感染しているかどうかを知ることが可能です。また胃の検査
で胃カメラ(内視鏡検査)を選択いただくと、胃の中の萎縮の
程度を消化器内科医により診断します。ピロリ菌の除菌治療が
必要と判断された方は、受診当日の除菌治療薬の処方や後日の
除菌判定の日にちの予約も可能です。他院を希望される方は
紹介状を郵送いたします。ピロリ菌の検査をされたことがない方
にはぜひ、ドックを受診していただき、ご自身がピロリ菌に感染
しているかどうかや胃の中の状態を調べてみることをお勧め
します。もちろんピロリ菌除菌治療後の方も定期的な内視鏡検査
を受けていただくことにより、病気の早期発見にもつながります。
スタッフ一同皆さまの受診をお待ちしています。

健診センター部長
田中美和子

皆

人間ドック、生活習慣病予防検診を
行っております。
人間ドック、生活習慣病予防検診を
行っております。
大腸内視鏡検査（全大腸）
前処置として下剤を内服し、大腸を空にして大腸全体を観察する検査です。
肛門から内視鏡（カメラ）を挿入し大腸（直腸から盲腸）に病変がないか、くわしく調べます。
大腸がんの早期発見を目的に行います。

私たちは日々健診者さまとの出会いを大切にし、
働く方々や地域の人々の健康を守る
お手伝いをしております。

きめ細やかな対応で当日検査が安心して受けら
れるよう丁寧な説明を心がけております。また、
待ち時間の短縮もはかっており、ほとんどの方が
午前中にはお帰りいただいております。
さらに私たちは健診後のフォローにも力をいれて
おります。生活改善が必要な方には専門スタッフが当日保健指導を行い、病気に
なる前にできることを一緒に考えていきます。また病院の受診が必要な方には
当院への受診手続き及びその後のフォローもしっかり行っております。
お仕事などで忙しく大変だと思いますが、ご自身やご家族の健康について考える
時間を作ってみてはいかがでしょうか？
そして健診を受けることで日々の安心につなげませんか？
皆さまとお会いできることを心からお待ちしております。

受診者様からの声

健 康健 康
InformationInformation

受付・看護師・医師の皆さまが丁寧に笑顔で接して
くださり、とても気持ちよく受診することができ
ました。ドックを受けてから１年間安心して働け
ます。ありがとうございました。（40代男性）

受診者様からの声

ホテルのようにキレイで、待ち時間も短く、とても
丁寧に対応してくれました。今まで他の機関を利用
していましたが、JR広島病院が一番良かったです。
ありがとうございました。病院の中にあるので、
とても安心して受けることができたので、ぜひ次回
も利用したいです。（40代女性）
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お申し込みは前日か当日に、直接下記営業所へお申し込みください。

JR湖西線マキノ駅にJR駅レンタカー
「マキノ営業所」がオープン!!

※ハイシーズン期間はハイシーズン料金からの割引となります。※24時間以上のプランもお得にご利用いただけます。

●「マキノ営業所」はレンタカー特別価格の半額の対象外となります。

富 山
金 沢
小 松
福 井
米 原
近江八幡
大 津
京 都
茨 木
新 大 阪
大 阪

☎076-444-7544
☎076-265-6639
☎0761-24-4833
☎0776-25-3150
☎0749-52-3587
☎0748-32-1134
☎077-524-7016
☎075-371-3020
☎072-625-1915
☎06-6303-0181
☎06-6341-3388

奈 良
伊 丹
新 神 戸
神 戸
加 古 川
姫 路
相 生
和 歌 山
紀伊田辺
白 浜
紀伊勝浦

☎0742-26-3929
☎072-784-7782
☎078-241-3570
☎078-371-6026
☎079-423-6530
☎079-281-9393
☎0791-22-2190
☎073-433-3915
☎0739-26-0939
☎0739-43-0214
☎0735-52-5724

鳥 取
米 子
松 江
出 雲 市
岡 山
倉 敷
新 倉 敷
福 山
三 原
呉
広 島

☎0857-24-2250
☎0859-34-1140
☎0852-23-8880
☎0853-21-8193
☎086-224-1363
☎086-422-0632
☎086-522-5411
☎084-924-7848
☎0848-63-5069
☎0823-23-8231
☎082-263-5933

新 岩 国
徳 山
防 府
新 山 口
厚 狭
新 下 関
下 関

☎0827-46-1639
☎0834-31-6013
☎0835-38-2950
☎083-972-6371
☎0836-72-4388
☎083-256-3361
☎083-224-0232

Kクラス（ご利用料金12時間）
5,170円 2,580円通常価格

Sクラス（ご利用料金12時間）
5,500円 2,750円通常価格

Topics！Topics！

レンタカー特別価格
JR西日本社員・グループ会社社員・ご家族様  のみ対象

のご案内

対象営業所

※異なる出発営業所からの乗り捨てができません。

※

※

※

※

☎0800-555-4190
西日本予約センター

コンパクトカー（Sクラス）を
基本料金の20％割引でご提供

ご案内
・社員証などのご提示をお願いします。 ・お支払いは現地払いとなります。 ・ご利用は各営業所の時間内となります。
・割引の併用はできません。 ・台数には限りがあります。満車の場合はお断りすることがあります。
・お申し込み時に「JR社員様の所属箇所名」または「グループ社員様の会社名」をお知らせください。

オープニング
キャンペーン

まで
帰着分

2021年

12 28 ご予約は
コチラ！

半額！K・Sクラス
基本料金

カーナビ・
ETC車載器標準装備・

消費税込・
免責補償料金別

ご利用期間　 2021年12月31日（金）まで

JR西日本グループからのお知らせ
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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

オンラインストア

年末年始のご挨拶に
九州銘菓の決定版！

黄金鶏皮揚げ2種セット 2,000円

●丸一［黄金鶏皮揚げ］（九州の塩・ゆずすこ味）各2

●丸一［黄金鶏皮揚げ］（九州の塩・ゆずすこ）各1

博多の定番グルメをスナック菓子にしました。
小袋入りで食べやすく、チャックがついて便利。

おつまみ菓子セット 810円

●丸一［博多 辛子明太マヨ 柿ノ種揚] ●福太郎［めんべ
い］（のり塩コンソメ ・ホットチリ・ハーブ香るビネガー）

お酒が進むおいしいスナック! 明太子ベースで、
バラエティー豊かな味を集めました。

如水庵定番セット 2,324円

●如水庵［博多とっとーと］［筑紫もち］［博多ひとしな］

博多を代表する和菓子の老舗「如水庵」。
人気の味を楽しめます。

熊本ハッピーセット 1,512円

●お菓子の香梅［ハッピー陣太鼓 くまモン］
●丸一［熊本ラーメン］

餡と求肥の素朴な味わいの銘菓と豚骨のまろやか
なスープが特徴のラーメン。熊本らしさ満点!

九州銘菓セット 3,392円

●大原老舗［松露饅頭］ ●ざびえる本舗［ざびえる］ ●九十九島
［九十九島せんぺい］  ●お菓子の香梅［誉の陣太鼓］

記載しております金額に送料は含まれておりません。

九州各地のなかの選りすぐりの味を集めました。改まった
席や、ご挨拶の菓子折りにもお使いいただけます。

ザ・福岡定番菓子セット 2,370円

●二鶴堂［博多ぽてと詰合せ］ ●福太郎［めんべいプレーン］
●如水庵［筑紫もち］

福岡の定番お菓子を集めました。日本茶、紅茶、
コーヒーやお酒に合うお菓子のセットです。

博多の女3種セット 1,683円

●二鶴堂［博多の女］（博多の女・八女抹茶味・あまおう
苺ミルク味）

博多みやげの定番をセットで。ほどよい甘みの小豆羊
かんをしっとりとしたバームクーヘンで包みました。

ショップは
コチラから！

おみやげ街道の人気定番商品をセットにしました。
酒の肴にお茶請けに､みなさんでお召し上がりください！

九州ラーメン食べくらべセット 2,364円

●丸一［1食ラーメン 博多長浜・博多豚骨醤油・博多味噌豚骨・
久留米・熊本・あごだし］ ●丸一［からし高菜 辛口・中辛・明太］

ラーメンとからし高菜をセットにしました。からし高菜は
ご飯のお供はもちろん、ラーメンに入れてもGood！

じゃがほっこり九州限定セット 1,728円

●カルビー［五島灘の塩味・九州甘口しょうゆ味］

人気スナックの九州限定の味。厚切りの国産じゃが
いもの旨みをぜひお楽しみください。

巻末
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クレイドルシート導入路線

｜心地よさが格別｜

USBポート
や

フリーWi-
Fiで

車内も快適
に

お過ごしい
ただけます

。

スサノオ 出雲・松江⇔東京

クレイドルとは英語で「ゆりかご」という意味。
背もたれと連動してフットレストが持ち上がり、優しく包みこまれるような
心地よさを味わえる、ゆったりとくつろげるシートです。

修学旅行や学生の合宿から社員旅行まで、
用途に合わせて利用できる多様な車種をそろえました。
旅行日程の作成やご相談などもお気軽に。

エコバッグやマスク、マスクケース、ポケットボトルなど実用的
なラインナップ。つばめロゴをワンポイントにあしらいました。

「公益社団法人日本バス協会」
の「貸切バス事業者安全性評価
認定制度」で安全に関する取り
組みが優良と認められ、現在「三
つ星」の認定を受けています。

オリジナルのゆったりとした
本革リクライニングシートや
高級感あふれるインテリアで
ラグジュアリーな空間を演出。

車いすにご乗車されたまま貸切
バスに乗り込める「人にやさしい
バス」。車いすは最大６脚乗車が
可能です。

スカニア社製２階建て車両

グランドリーム車両

「貸切バス事業者
安全性評価認定制度」
において、
最高ランク「三つ星」の
認定を受けました。

百万石ドリーム広島号 広島・岡山⇔福井・金沢・富山
グラン昼特急号 広島⇔大阪
グランドリーム号 広島⇔大阪

エアマスク
　600円

マスクカバ
ー　1個50

0円

ネクタイピ
ン　1,500

円

今治ハンド
タオル 1枚

500円

ポケットボト
ル（140ml

） 1個1,00
0円

中国ジェイアールバスは
感染症対策に取り組んでいます。

乗車前に手洗い
または手指の消毒を
お願いいたします。

間隔を空けて
お座りください。

車内での会話は控えていただき、マスクの着用、
咳エチケットにご協力をお願いいたします。

購入・詳細は
右記専用サイトを
ご覧ください。

お問い合わせ先
中国JRバス
お客様センター
（ナビダイヤル）0570-010-666

中国JRバス 電話予約センター 高速バスのご予約は 0570-666-012

http://www.chugoku-jrbus.co.jp/index.html

年中
無休

貸切営業
センター

電話でのお申し込み、お見積りは

082-261-0622

巻末 03
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も～いくつ寝ると～♪という
ことで、2021年も残すところ
あと少し。皆さまいかがおすごし
でしょうか。やっぱり1年はアッと
いう間ですね。
さて、12月号はいかがでしたでしょうか。
今号は「海の京都さま・営業本部さま」が初掲載！
また、広島病院さまは体に大切なコラム…と盛りだ
くさんとなっております。皆さま、体調には十分
気をつけて、良いお年をお迎えくださーい。

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

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ことがあ
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

広く告知をする
お手伝いを
いたします！

ジェイアールウエスト倶楽部
事務局

お問い合わせ先

事務局 松藤

編集後記

Alic Style 姪浜レクリア
全42邸

西区 姪の浜6丁目

西鉄天神大牟田線

西鉄平尾駅
徒歩3分
（約220m）

中央区 平尾2丁目

地下鉄七隈線

渡辺通駅
徒歩9分
（約700m）

中央区 高砂2丁目
薬院南

Alic Style

Gran WITH

福岡市営地下鉄

藤崎駅
自転車6分
（約1,300m）

Alic Style 藤崎南コートプレイス
全38邸

早良区 荒江3丁目

株式会社アライアンスは、2001年に創業し、2021年で創業20周年を迎えました。福岡を中心に
販売活動を続け、これまで56棟2,653戸を供給。2020年度には福岡県下供給ランキング、同販売
ランキング共に第1位を獲得しました。今後も「あったらいいな。」をコンセプトに理想の住まい創りに
挑戦し、夢を形にするお手伝いをいたします。

福岡市営地下鉄

姪浜駅
徒歩11分
（約870m）

アライアンス 検索

マンションの
最新情報が

ご覧いただけます。

お得な提携割引を受けるには、JR西日本相談室への事前登録が必要です。
事前登録にはWISE-NETポータルまたはスマートフォン等から簡単に登録で
きます。Alic Style デザインセンターにお越しの際には「JR西日本相談室」と
お声掛けください。

JR西日本相談室のお客様限定の
特別な特典をご用意致しました！

ご利用範囲：3親等以内

分譲マンション
販売価格 1%割引

地下鉄七隈線

渡辺通駅
徒歩5分
（約400m）

中央区 渡辺通2丁目

新規提携いたしました！

さま

新規提携
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