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ジェイアール
サービスネット金沢
北陸の絶品海の幸を
召しあがれ！

JR West Club Useful News

30 Vol.

2022

早春だより

森の京都
QRトレイングッズ

Present!

※詳細は巻頭03を
ご覧ください。

プレゼント！



絶品海の幸を
ジェイアールサービスネット金沢

北陸の美味しいものを取り扱うジェイアールサービスネット金沢。
数多の商品から、今回は特におすすめの魚介類をご紹介！

富山湾きっての港がある氷見の老舗魚問屋が、新鮮な魚を加工、調理します。
旨味を存分に引き出すプロの技がつまった、絶品の味をぜひお試しください！

富山湾にこだわった『海鮮漬け』
を詰め合わせました。富山湾産
の身が大きなほたるいかを使用
した沖漬け三種（醤油、塩麹、醤
油麹）に、ブランド鰤『ひみ寒ぶ
り』と『氷見産本まぐろ』を甘辛
い醤油たれで漬け込みました。

春の風物詩、『ほたるいか』を急
速冷凍しました。ゆずぽん酢と
出汁昆布を付けたセットです。
ほたるいかもたっぷり3パック入
り（3～4人前）です。お刺身は、
しょうが醤油に付けて！しゃぶ
しゃぶは、お湯に落とし、ぷっくり
と身に火が入ったらぽん酢に付
けてお召し上がりください。

●内容：約100ｇ程×3パック（1パックは1～2人前）※冷凍配送、出汁用昆布3ｇ×2
枚、柚子ぽん酢120ml×1本 ●賞味期限：90日（-18℃以下で保存） 
お届け期間は3月下旬からとなります。 ※水揚げ状況によりご注文受付を終了する場合もございます。

簡単便利なおうちごはんシリーズ
をギフトセットにしました。ぶりと根
菜がたっぷりはいった炊込みごは
んの素「氷見ぶり御飯」、本格出
汁がお手軽に味わえる「極み出
汁」、ゴロゴロぶりの角煮がぎゅっ
とつまった「ぶり茶漬け」がセットに
なった贅沢ギフトです。

●内容：氷見ぶり御飯×1（2合用）、極み出汁パック×1袋（10ｇ×12ｐ入）、ぶり茶漬け 
甘露煮×1袋（1人前）、ぶり茶漬け 潮煮×1袋（1人前）
●賞味期限：商品に別途記載有 高温多湿を避け常温にて保存

松本魚問屋の人気商品を詰め合わ
せました。富山湾産の身が大きなほ
たるいかを使用した沖漬け三種（醤
油、塩麹、醤油麹）に、天然ぶりを使用
したぶりジャーキーとぶり生ハムの
セットです。天然ぶりは手切りで分厚
くカット、じっくりと乾燥＋燻製してい
るので、お魚の生臭さがなく、やわら
かな歯ごたえ、ふんわりとした燻製香
と旨味が口の中に広がります。

●内容：ぶり生ハム 1袋30g、ぶりジャーキー 1袋30g、ホタルイカの沖漬け 3種各80g（醤油、
醤油麹、塩麹） ※冷凍配送 ●賞味期限：商品に別途記載有〈冷凍庫（-18℃）にて 保存〉

●内容：ひみ寒ぶりの漬け×1袋（100g）、氷見産本まぐろの漬け×1袋（100g）、ホタルイカの沖漬け3種
各80g、（醤油、醤油麹、塩麹） ※冷凍配送 ●賞味期限：商品に別途記載有〈冷凍庫（-18℃）にて保存〉

ご注文は
こちらから!

召しあがれ！
ぜひ

この機会に
覗いて

みまっし～！

※画像はすべてイメージです。

松本魚問屋
公式HP

❶右記二次元コードを読み込みます
❷商品を選択し、カートに入れます
❸購入手続き欄に入力してください
❹備考欄（オプション）にウエスト倶楽部を
　見ましたと入力してください
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日帰りで旬の味覚の旅へ！
往復のJRとご当地ならではの魅力的な食事がセットになったお得なプランです。

気軽に1日、おでかけしてみましょう！

城崎温泉・但馬・丹後・若狭

17,800円～19,300円

●城崎温泉・三國屋／和みプラン
●基本乗車区間（新大阪・大阪↔城崎温泉）
　普通車指定席利用のおとなお1人様旅行代金

往復のJRと冬の味覚の王様“かに料理”がセットでお得！ 竹野、佐津、
香住、浜坂をご利用のお客様は、お帰りに ｢城崎温泉駅｣で途中下車
OK。入浴や散策を各自でお楽しみいただけます。

山陰

19,600円～20,800円

●はわい温泉・千年亭／和みプラン
●基本乗車区間（大阪・新大阪↔倉吉）
　普通車指定席利用のおとなお１人様旅行代金

往復のJRと冬の味覚の王様“かに料理”がセットでお得！ 鳥取・島根
の料理自慢の宿、そして“かに”とあわせて名湯もお楽しみいただける温
泉自慢の宿をご用意いたしました。

北陸の味覚を満喫しよう！
京阪神発着

24,400円～25,600円
往復のJRと北陸冬の味覚がセットになった人気のお得なプラン！
石川・福井のかに料理、敦賀のふぐ。冬だからこその味覚をお楽し
みください。

●山代温泉・瑠璃光／くつろぎプラン
●基本乗車区間（大阪・新大阪↔加賀温泉）
　普通車指定席利用のおとなお１人様旅行代金

日本旅行 駅長おすすめ駅プラン予約ダイヤル（おとなび・ジパング商品センター内）
0570-550-520 ※PHS･一部のIP電話からは06-6440-1410
〈営業時間〉10：00～17：00 土日祝日も営業 ※営業時間・営業日は変更となる場合がございます。

※ＪＲの「みどりの窓口」や、ＪＲの「専用ダイヤル」での発売はいたし
ません。 左記お電話またはお近くの日本旅行・日本旅行リテイリングの
各支店またはWEBで３日前までご予約いただけます（一部施設除く）。

※この記事でのお申し込みは受け付けておりません。資料（パンフレット）をご覧いただいたうえでお申し込みください。資料（パンフレット）はJR西日本の主要駅やお近くの日本旅行・日本旅行リテイリングの各支店に掲出しています。

●旅行代金には諸税・サービス料等が含まれております。

北近畿・山陰
岡山・山陰発着

18,800円

●佐津・湧昇／和みプラン　
●基本乗車区間（岡山↔佐津）普通車指定席利用のおとなお１人様旅行代金

岡山・山陰からの往復ＪＲがセットになった、毎年大好評の日帰りで楽しむカニ
料理の昼食プラン。北近畿・山陰エリア全２９軒のおすすめのお宿やカニ料理
店をご用意しています。（山陰発着の北近畿エリア利用の設定はありません。）

京阪神発着

毎年大好評の人気プラン

設定期間：3月21日（月･祝）まで
※敦賀のふぐプランは3月31日（木）まで 

※岡山～姫路間は新幹線こだま号利用となります。

お問い合わせ

京阪神発着

イメージ

イメージ

イメージ

イメージイメージ

巻頭

JR西日本グループからのお知らせ

02



見られたらLucky、
乗れたらHappy！

四季折々の風景に馴染む“少し派手な”
森の京都QRトレインが
嵯峨野線と湖西線を運行中！

内装にもこだわりがたくさん！

森の京都エリア

京都鉄道博物館にて
森の京都QRトレインの実車展示！（予定）
京都鉄道博物館にて
森の京都QRトレインの実車展示！（予定）
京都鉄道博物館にて
森の京都QRトレインの実車展示！（予定）

森の京都QRトレイン
大阪→京都→福知山間を臨時列車でGO！
森の京都QRトレイン
大阪→京都→福知山間を臨時列車でGO！
森の京都QRトレイン
大阪→京都→福知山間を臨時列車でGO！

自然・暮らし・食・伝統工芸といった「森の京都」の魅力がつまったラッピング電車です。
内装は、森の京都エリアの伝統工芸や暮らしに着目したデザインで統一。
車内に散りばめたQRコードを使って、「森の京都」に関する様々な情報を発信します。
上質なコンテンツがもたらす心地よい癒やし、まさに“Quality and Relaxing＝QR”
なひとときをお過ごしください。

各地の伝統工芸品で作られた中吊りにはQR
コードがあり、読み取ると地域の旬の情報など
特設サイトにジャンプできます。
また、外装の友禅和紙柄のオリジナルがドア上に
掲示されており、本物の友禅和紙の立体感をご
覧ください。

普段は通常運行されているQRトレインを間近で体験できます。
当日はQRトレイングッズの販売会も開催！

茶・黒・金のカラーと友禅柄を忠実に再現。豪華
な模型となっています。またNゲージの実車は、
嵯峨野観光鉄道、トロッコ嵯峨駅のジオラマ京
都JAPANに展示走行されています。 購入は京
神模型公式ヤフー店にて。

森の京都エリア、京丹波、綾部、福知山まで初めて走ります！
大阪駅出発でのイベント列車は沿線でも目立つこと間違いなし！
ツアー申込、詳細は下記森の京都公式HPにて！

外装には「森の京都」のコンセプトカラー、茶・黒・金を使い、
エリアを代表する花・木・鳥をモチーフにした柄をデザイン。

京都府北中部に広がる自然豊かな地域。古都・京都を支えた歴史と
文化が息づき、里山を舞台に衣食住遊を楽しめます。
アウトドアや伝統工芸の体験も人気！ ひとあじ違った京都を体感できます。
チルタイムが過ごせる今オススメのエリアです。

オフィシャルサイトでは、美しい
画像とともに、最新の観光情報
が掲載されています。

Check！

QRトレインに会える！イベント情報

●3月5日（土）・3月6日（日）

●3月26日（土）

森の京都QRトレイン模型を販売中！

TwitterやInstagramでも
#森の京都QRトレイン
情報を取得できます！

ぜひフォロー
 お願いします！

詳しくは
コチラ！

福知山市 綾部市

京丹波町

南丹市

亀岡市 京都市

右京区京北

精巧なキーホルダーなど
グッズを販売！

メール内容：●メール標題「QRトレイングッズ応募」 ●名前 ●年齢
当選発表はメールでお知らせします。

宛先：moritabi@morinokyoto.jp
応募期間：3月15日（水）まで

森の京都QRトレイン
クリアファイル水鏡

ぜひ
ご応募ください！

応募方法/応募条件　メールで応募ください

抽選で
3名様に
当たる！ 伝統工芸品には、QRが隠れた

愛らしいイラストが描かれています

社会情勢により、イベントの開催の変更があります。HPでご確認ください。

巻頭 03



ご入会・ご利用
キャンペーン
エントリー期間

J-WESTポイントが3倍たまる！

J-WESTポイント
たまるたまるキャンペーン

キャ
ンペーン＆エントリ

ー
期
間331

2023年
（金）

ま
で

515
（日）

ま
で

キャンペーン❶キャンペーン❶
｜J-WESTカードでSMART ICOCAにクイックチャージすると｜

今ならJ-WESTポイントが3倍
通 常

1,000円
（税込）につき5ポイント J-WEST

ゴールドカードは
10ポイント 15ポイント J-WEST

ゴールドカードは30ポイント
今回のキャンペーン

キャンペーン❷キャンペーン❷
｜SMART ICOCA新規購入とクイックチャージ（5,000円以上）で｜

500ポイントプレゼントJ-WEST
ポイント

キャンペーン❸キャンペーン❸
｜みどりの券売機でSMART ICOCA定期券をJ-WESTカードで購入すると｜

今ならJ-WESTポイントが3倍

ご入会＆ご利用キャンペーン実施中

合計最大43,500円相当の
J-WESTポイント獲得のチャンス！
※抽選による当選ポイントを含みます。※ビックカメラJ-WESTカード会員様にはさらに特典があります。

このほか、ショッピングセンター提携のJ-WESTカードでも入会キャンペーン実施中！

上記 左記
キャンペーンの
ご参加には
エントリーが
必要です！

たまったJ-WESTポイントは
鉄道、お買い物、お食事などJR西日本グループで使える！
SMART ICOCAへのチャージや素敵な商品と交換もできる！

J-WESTカード春の
対象のJ-WESTカードのご入会＆ご利用で

さらに18～25歳
の方限定！

対象カードの
新規ご入会でさらにポイントプレゼント！

要エントリーです！

詳しくは
JRおでかけネット
またはこちらから
ご確認ください。
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JR西日本グループからのお知らせ

巻末 01

マルサンアイ ほっとおみそ汁減塩フリーズドライ
ストックに便利な箱入りタイプのフリー
ズドライの即席みそ汁です。「味噌」「具」
「だし」が別々になっているため、香りとう
まみが引き立ったおみそ汁です。

7,128円

3,300円

特設サイト
https://mitsukoshiec.shop-pro.jp

取扱い商品は、
順次拡充予定！

ご自宅でお気軽に専用ECサイトからご利用いただけます。
ご利用はコチラ

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

さ
ら
に
！！

※価格はすべて税込です。

塩白湯ちゃんぽん麺 （90g×3食セット）

〈西洋菓子舗 不二家〉
お楽しみ袋

うどん王国、讃岐の麵職人が長年の研
究の末、実現した「全く新しい生ちゃん
ぽん麺」。博多直送特製ちゃんぽんスー
プ粉末付きです。

540円写真はイメージです。写真はイメージです。

※2月21日（月）
午前10時公開予定
※2月21日（月）
午前10時公開予定

（5食入り×20箱）

全国に広がる
ヴィアインホテル
チェーン

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

ジェイアール京都伊勢丹　 住所：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町　　
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。

※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。

ビジネスホテルといえばユニットバスが定番ですが、
一部のヴィアインホテルでは、大浴場付きのホテルがあります。
ゆったりと大きな湯船で、日ごろの疲れを癒してみませんか。

最上階の10階に男女別大浴場（内
湯と外湯）があり、内湯は視線が外
湯まで抜けて開放感たっぷり。外
湯は、マイクロバブルにより血行を
促進し全身を温めます。

ヴィアインホテルチェーン

お問い
合わせ

クーポンコードで
特別価格！

2月23日(水・祝)午前10時～3月16日（水）午前10時

人気のスイーツなどこの期間だけの
おすすめ商品を豊富にご紹介いたします。

ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア

★オンラインストア送料無料キャンペーン★

401円

〈札幌市/ISHIYA〉
白い恋人ソフトクリーム
（ホワイト・ミックス・ブラック）

（各1種/各1個）

ジェイアール京都伊勢丹開店25周年記念特別出店・
初出店が勢ぞろいした、今だけここだけの「春のおい
しい北海道展」を開催します。

TEL.075-352-1111（大代表）

紅葉の湯 ヴィアイン広島新幹線口

www.viainn.com/hiroshima-s/

地下1階に男女別大浴場を完備し
ています。幕末維新をイメージした
浴室は悠久の時の風に思いをはせ
ていただける上質な空間となって
います。

維新の湯 ヴィアイン下関

http://www.viainn.com/shimonoseki/

大阪の主要駅の１つJR京橋駅（西口）
より徒歩約1分で、観光名所の大阪城
も徒歩圏内の好立地。
最上階11階に男女別大浴場（内湯と
外湯）を完備しています。外湯はマイ

クロバブル。美容とリ
ラックス効果のある
シルクのようななめら
かな湯ざわりです。

水城の湯 ヴィアイン大阪京橋

http://www.viainn.com/osaka-k/

2020年1
2月グランド

オープン

ヴィアイン
チェーン

一番新しい
ホテル！

ヴィアイン
メンバーズクラブ
会員募集中

●混雑状況は客室内テレビにて確認可能
●大浴場があるホテル限定の上下がセパレートに
　なったヴィアイン専用の館内着
●女性風呂限定で2種類のドライヤーを完備

スマートなサービスが好評です！3ホテル共通！

●商品の一例 ●商品の一例

３ 1
hotelsおすすめ
ホテル

大浴場付き
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※2月14日（月）
午前10時公開予定
※2月14日（月）
午前10時公開予定

2月23日（水・祝）午前10時～3月16日（水）午前10時の
期間中、ジェイアール京都伊勢丹オンラインストアで、
5,000円（税込）以上お買い上げで送料無料で承ります。

2月23日(水・祝)～3月7日（月） ●最終日午後6時終了
●10階＝催事場



オンラインショップ

ジェイアールサービスネット広島ここでご案内した商品以外にも
広島ゆかりの商品がいっぱい！ https://shopping.geocities.jp/sn-hiroshima/

※価格はすべて税込です。

TEL 0800-222-6245　　info-snkanko@sn-hiroshima.co.jp

牡蠣まるごと
せんべい

ふんわり焼き上げたサクサクのあ
られに中村屋カリースパイスとオタ
フクソースシーズニングをかけた、
ソースカレーあられ。食べやすい食
感と後を引く味わいが特徴です。

家内安全、商売繁盛、恋愛成就、受
験合格という、四つの願いをこめて
焼き上げた縁起菓子。幸運をめし
とれるよう、という意味を込めて形
にしています。

華やかな柑橘系の
香りと苦みに特徴
があるオリジナル
ビールです。

柑橘系の爽やかな苦みがたまらない
ペールエールの瓶ビール。宮島大鳥
居のラベルがご当地感満点！

ギフトにも
対応いたします！

ジェイアールサービスネット広島が運営するオンライン
ショップ「おみやげ街道広島ヤフー店」。広島の銘菓や季
節の食品、特産品など、豊富な商品のなかから、今回は選
りすぐりのご当地お菓子を紹介！
お茶と一緒にいただきたいお菓子と、ビールが進むおつま
みスナック、あなたはどっち派？

広島産牡蠣をまるごと贅沢に使用
し、せんべいに焼き上げました。
生地には広島県安芸津町産のじゃ
がいもを使用しています。

詳しくはコチラ

お酒
のおともに

のおともに

で
広島感UP!

地ビール
お茶

広島お好み焼
せんべえ

フリーズドライ加工を施したキャベツ
を中心に本物の素材にこだわりまし
た。そば風のトッピングにより、せんべ
いのサクサクした食感を楽しめます。

たこせん 味付けがしっかりしており、おつまみとして
最適。口に入れた時のぱりっとした食感と表
面に塗られたタレの旨味が相まって、ついも
う一枚と後を引く美味しさです。

ソースカレー
あられ
中村屋
8袋入 700円

宮島ビール 1本 495円

宮島ビール 1本  572円

杓子せんべい

卵せんべいにホワイトと
ココアのクリームをそれ
ぞれサンドしました。少し
硬めのクリームと、パリ
パリ食感のせんべいが
マッチ。

宮島さん
巴屋清信
20枚入 1,296円

藤い屋 24枚入 1,320円

ペールエール 

宮島ビール
ペールエール 大鳥居瓶

マルイチ商店 12枚入 851円

大阪の味本舗
27枚入 1,191円

ゑびす屋
20枚入 1,188円

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
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アプリ
ダウンロードは

STEP1
アプリダウンロード

＆
会員登録（無料）

STEP2

ご予約
STEP3

ご利用

※免責補償料込、営業補償（NOC）サポート料込 ※距離料金は別途必要

※会員登録時には、運転免許証・クレジットカードをご用意ください。 ※スマートフォンアプリ（AndroidOS:8.0以降、iOS11.0以降対応）

iOS版

または

決済

1時間ご利用990円～（税込）

お持ちのスマートフォンで

24時間OK
JR駅レンタカー営業所

大津・大阪・姫路・和歌山・米子
の各営業所に新登場！！

ステーション
検索

車両
予約

初期
登録

 駅レンタカー
スマホひとつで！

車の
解錠・施錠

ご利用まで、カンタン3ステップ！

詳しくはWEBサイト 検索

Android版

スマート駅レンタカー

JR西日本グループからのお知らせ

巻末 03



04

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、土山

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

お問い合わせ先 ジェイアールウエスト倶楽部事務局

コメダ珈琲店

ドミノ・ピザ

ビックカメラ コジマ

ポムの樹、ポムズファーム  他
（ポムフードグループ）

対象店舗限定

コナミスポーツクラブ

第4位

第5位

通常サイズの価格で
たっぷりサイズへの
サイズアップ無料

申込No.5012806

会
員
特
典

ピザ全品 30％OFF
申込No.0048863

会
員
特
典

会
員
特
典

申込No.5073940

会
員
特
典

お食事ご注文の方
ソフトドリンク
1杯サービス

1,000円分 ▶ 950円

申込No.5045926

お会計金額から 3％OFF
申込No.5016069

申込No.5059327

会
員
特
典

会
員
特
典

会
員
特
典

会
員
特
典

会
員
特
典

会
員
特
典

会
員
特
典

知っていると、とっても便利！ アフターコロナ
で使いたい

出前館

※2020年度ジェイアールウエスト倶楽部通期の利用実績をもとに作成しております。現在、提供できるサービスのなかで、ランキングを集計しています。

※こちらのページの二次元コードは、ログイン歴のあるスマホで読み取ってください。初めての方は、まず会員専用サイトにログインしてください。 ※最新のサービス内容、ご利用方法は会員専用サイトにてご確認ください。

申込No.5059330

すかいらーくグループ

メガネ・コンタクトレンズ・
サングラス 5％OFF

【WEB優待券】
5,000円分 ▶ 4,500円

【出前館クーポン】

申込No.5010018
眼鏡市場

10,000円以上お買い上げで
1,000円引

申込No.5050000

コスメランド

1,000円以上お買い上げで
一品 20％OFF

申込No.5063959

コクミン
ドラック

新規登録で10％OFF
クーポンプレゼント

申込No.5066797

ヤマダ電機Qoo10店

まだまだたくさんあります！
ぜひ会員専用サイト・アプリにて

ご確認ください！

日常で使いやすい特典ピックアップ！
新しいトラベルアプリ
ご存じですか？

アプリを
ダウンロードした方に
抽選で宿泊券プレゼント!!

コメダ珈琲店は1年間で1万名以上の方にご利用いただきました！

皆さまにぜひご利用いただきたいのが2021年9月から
サービスを開始した「ふくりのトラベルアプリ」。
シンプルで見やすくし、検索性
など使いやすさを追求しました。
従来のアプリに対して「使いに
くい、重たい」と感じられた方
にも、ぜひトラベルの検索に
は、こちらの新しいアプリをご
利用ください。

3月31日まで実施中

※Google Play およびGoogle Playロゴは
GoogleLCCの商標です。

App Store Google Play

プレゼントの詳細はアプリにて！

ジェイアール
ウエスト倶楽部
会員特典

ジェイアール
ウエスト倶楽部
会員特典

都度利用電子チケット

1,100円
※期間限定 3月31日まで

※期間限定 3月31日まで
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