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ジェイアールウエスト倶楽部は
ＪＲ西日本グループ専用の福利厚生制度です

ジェイアールウエスト倶楽部がお届けする会報誌

ログインID・パスワードを忘れた方
会員専用サイトログインページにある「会員ID・
パスワードを忘れた方はこちら」をクリック

www.fukuri.jp
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ジェイアールウエスト倶楽部
会員様限定 特別チケット 巻末 P.01● 

● 巻頭 P.01JR西日本グループのおトクな情報
ホテルグランヴィア京都／京都劇場

!!!!

みんなが使って「いいね!」と
思った施設やメニューを大募集！
開催概要の詳細はコチラへ

みんなの参加で総額がアップする!!みんなの参加で総額がアップする!!

賞品総額

300300 相
当
相
当万円万円旅行 映画 ショッピング

人気のグルメクーポン！
NEW

「会員様ご優待クーポン」

玉田玉秀斎の
「京都ものがたり」

大人気アーティストのチケット特別優待

京
都
へ
お
こ
し
や
す
！

令和にっぽん！「演歌の夢まつり2020」
LDH PERFECT YEAR 2020

京都劇場

ホテルグランヴィア京都



ジェイアールウエスト倶楽部 JR西日本グループからのお知らせ

巻頭 01
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スタンダードツイン

スーペリアツイン

～2020/03/13（金）
（除外日：2019/12/28～2020/1/3）

利用期間 ご利用方法 《要予約》

※上記は全て消費税サービス料込・宿泊税別料金です。

※全て消費税込料金です。バイキングではサービス料は頂戴しておりません。　※料理写真は全てイメージです。

下記お電話番号❶へ直接お申し込みください。お電話の際に「ジェイアールウエスト倶楽部会員である旨」
をお申し出いただき、ご来店時に会員証をご提示ください。

2019年12月1日（日）
～2020年1月31日（金）

※12月22日（日）～25日（水）、31日（火）
2020年1月1日（水）～3日（金）は除外日

利用期間 ご利用方法 《要予約》

下記電話番号❷へ直接お申し込みください。お電
話の際に「ジェイアールウエスト倶楽部会員である
旨」をお申し出いただき、ご来店時に会員証と左記
クーポン券をご提示ください。

新しく生まれ変わったスーペリアツイン。様々な用途に使用できる
広めのリビングテーブルを設置し、プライベートな空間で
ルームサービスでのお食事など、ゆっくりとお過ごしいただけます。
また、全室洗い場付きバスルームで、
ビジネス・観光の疲れを癒していただけます。

京都駅直結、ライブ感溢れるオープンキッチンで、シェフが目の前で
仕上げるパフォーマンステーブルが楽しめます。ランチ＆ディナーバ
イキングは人気のローストビーフをはじめとする洋食に、京都らしい
“おばんざい”、スイーツなど約70種類以上の様々なメニューをご用意。
季節ごとに変わる出来立て料理はバイキングアテンダントが出来上が
りをお知らせ、「出来立て！美味しい！」をお楽しみいただけます。

カフェレストラン ル・タン
ライブ感溢れるオープンキッチンで「出来立て！美味しい！」を

1室 58,080円
税サ込・宿泊税別
朝食なし

通常プラン価格 会員価格

お一人料金 12,000円平日
休日 18,000円休前日2名様1室

お一人料金 9,000円平日
休日 13,000円休前日3名様1室

スーペリアツイン
会
員
特
典

1室 45,980円
税サ込・宿泊税別
朝食なし

通常プラン価格 会員価格

お一人料金 9,000円平日
休日 15,000円休前日2名様1室

お一人料金 7,000円平日
休日 11,000円休前日3名様1室

スタンダードツイン

会
員
特
典

ランチ（大人）通常価格

ランチバイキング（90分制）
会員価格

2,400円
会
員
特
典 平日 / 2,950円

3,000円土日祝 / 3,600円

ディナー（大人）通常価格

ディナーバイキング（90分制）
会員価格

4,000円

会
員
特
典 4,950円

【ランチ】
第1部 11:30～13:00
第2部 13:30～15:00（最終入店14:30）
【ディナー】
第1部 17:30～19:00
第2部 19:30～21:00 （最終入店20:30）

※他の特典との併用はできません。　※クーポン券のご提出がない場合は、会員
特典を受けられませんのでご注意ください。　※料理内容は季節や仕入れ状況に
より変更となる事がございます。　※ホテルとの契約により、予告なくサービス内
容、特典内容などが変更となる場合がございます。 

ホテルグランヴィア京都 
ホテルグランヴィア京都 2F
カフェレストラン ル・タン
〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地　京都駅ビル内　　www.granvia-kyoto.co.jp

TEL❶ 075-344-8888（代表/宿泊予約）
TEL❷ 075-342-5525（カフェレストラン ル・タン）

会員様ご優待クーポン
2019.12/1～2020.1/31迄有効

ジェイアールウエスト倶楽部

※2019.12/22～12/25、31、2020.1/1～1/3は除外日

カフェレストラン ル・タン

京都駅に直結した抜群の利便性と、雅やかなくつろぎのひとときを

ホテルグランヴィア京都
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ジェイアールウエスト倶楽部JR西日本グループからのお知らせ

玉田玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）
プロフィール

玉田玉秀斎さんよりコメント

　高校時代、スウェーデンに1年間留学。そこで
日本に興味を持ち、帰国後、四代目・旭堂南陵に
偶然出会い入門。講談の他言語化に取り組み、
ブラジルでのポルトガル語講談、ラスベガスでの
英語講談など海外公演も。さらにジャズやアコー
ディオン等との音楽コラボ講談や銀河英雄伝説
講談、ビッグイシュー講談など他ジャンルの講談
化、またググる講談、カクカタルなどインター
ネットをつかった即興講談にも取り組む。
　2019年4月より毎週土曜日、大阪日日新聞、
日本海新聞にて「たまチャンの『ウソ&マコト境界
線巡り旅』連載中。

　2016年に京都発祥の講談の名跡・玉田玉秀
斎が97年ぶりに復活しました。
　そもそも玉田家のはじまりは幕末、玉田永教と
いうお方が京都で神職をつとめながら、北は東
北、南は九州までを旅し、多くの方に神道講釈を
語ったことです。
　生きていく中で困っている方々に物語を語り、
物語の力で元気にするということを日本全国各
地で行っておりました。そして、京都を拠点に活
動していた永教の孫の代に、神職としてではな
く、エンターテイナーとして講談をする人々が生
まれ、それが初代・玉田玉秀斎となりました。それ
以降、伝統を大切にしながらも新しいことに常に
挑戦していくのが玉田家の伝統になりました。
　初代は普通の高座ではなく、四隅に細竹を立
て、結界をはり、その中心で神職の格好をし、手
に笏をもって講談を語りました。
　２代目の事はよくわかっていません。まさにミ
ステリー。存在が確認できる新聞記事が１つ残
るばかりです。

　そして、3代目が作り上げたのが真田十勇士
の猿飛佐助、霧隠才蔵、由利鎌之助、根津甚八
です。それまで世の中の講談師は真田六勇士し
か語ってなかったんです。3代目が加えた四勇士
は爆発的に大ヒットし、世の中に佐助ブームを
巻き起こしました。
　そして、現在、４代目を継がせて頂いた玉秀斎
はジャズやアコーディオンとの音楽コラボ講談、
スウェーデンへの留学経験をいかした外国語講
談、インターネットの時代だからこそできる即興
講談『ググる講談』やお客様参加型講談コラボ
『カクカタル』、銀河英雄伝説の講談化など、常
に挑戦し続けています。
　京都は伝統があるからこそ挑戦できる。常に
挑戦してきたからこそ、エネルギーのある伝統が
京都には多く残っている。
　先代・玉秀斎が亡くなってちょうど１００年。
京都講談復活の狼煙がいよいよあがります。

今、講談が熱い！

玉田玉秀斎の「京都がたり」
よみがえる京都講談

な情報お
JR西日本グループの
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歴史上の人物や事件などを「まるで見てきたかのように」臨場感たっぷりに語る「講談」。
張り扇で釈台を叩きながら、リズムをつけ流れるように語る伝統話芸です。
四代目・玉田玉秀斎が京都の土地・人物・事件などをテーマに読む
講談「京都がたり」シリーズが始まります！

日 時 2020年1月28日（火）14時開演
（受付は12時30分より）
※食事は12：30～開演まで、もしくは終演後におとりください。

内 容 トーク「講談について」、玉田玉秀斎による講談
「光悦と宗達～『風神雷神屏風図』落款の秘密」

会 場 そば酒房「徳兵衛」（京都駅ビル2階）

料 金 前売2,800円 / 当日3,000円
（税込み・徳兵衛1,000円お食事券付き・
前売で完売した場合は当日券の販売はなし）

お申込み 京都劇場オンラインチケット
https://kyoto-gekijo.com

お問合せ 京都劇場　TEL 075-341-2360

第１回の演目は「光悦と宗達～『風神雷神図屏風』落款の秘密」
日本美術史に燦然と輝く『風神雷神図屏風』。
この作品の作者は俵屋宗達だとされていて、それを疑う人はいませんが、
この作品には作者の署名捺印にあたる「落款」がありません。
生没年も不明の謎多き絵師・俵屋宗達と、
その才能を発掘し世に出したマルチ・アーティスト、本阿弥光悦。

光悦と宗達。
この二人の天才にまつわる『風神雷神図屏風』に隠された秘密とは。

玉田玉秀斎が読み解く日本美術史の「ミステリー」。
どうぞご期待ください。



ジェイアールウエスト倶楽部 事務局からのお知らせ
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令和にっぽん！
『演歌の夢まつり 2020』 

ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定 特別チケット

福岡公演 【出演者】 北島三郎、八代亜紀、丘みどり、三山ひろし、
北山たけし、大江裕、純烈、おかゆ

※車椅子席チケットは、公演事務局のみでの取り扱いとなります。
※指定席購入後の車椅子席チケットへの振替は致しかねますのでご注意ください。
※未就学児童入場不可　※就学児童以上はすべて同一料金となります。

【会場】 福岡サンパレス
【日時】 ❶3月3日（火）15:00開演　❷3月4日（水）15:00開演
【料金】  S席  12,000円▶ 特別料金 9,600円（全席指定・税込）

 A席  9,000円▶ 特別料金 7,200円（全席指定・税込）

特別団体割引販売のご案内

LDH PERFECT YEAR 2020
SPECIAL SHOWCASE 
RYUJI IMAICHI / HIROOMI TOSAKA
ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定 特別チケット

福岡公演

※6歳以上有料、5歳以下入場不可。駐車場がこざいません。お車でのこ来場はこ遠慮下さい。
※開場時間・開演時間は変更になる場合がこざいます。
※都合により興行内容の一部を変更する場合がこざいます。

【会場】 福岡ヤフオク！ドーム
【日時】 ❶1月23日（木）19:00開演　❷1月24日（金）19:00開演
【料金】  全席指定  12,100円（税込）

特別販売のご案内

団体名 ジェイアールウエスト倶楽部
フリガナ

お名前

ご連絡先

※チケット合計金額をご記入ください。

合計金額 円

席種 枚

ご住所 〒

・キョードー西日本からの確認のお電話後、お振込みください。
 （※振込手数料はお客様ご負担となります）

・郵便局にある青色の振込用紙（払込取扱票）を使用し、下記項目を必ずご記入の上、お振込みください。

【口座番号】 01770-5-81310 【加入者名】 キョードー西日本
【通信欄】 公演名：「演歌の夢まつり」又は「SPECIAL SHOWCASE」（ご希望の公演いずれか）
 公演日時❶❷のいずれか・席種・枚数
【ご依頼人】 団体名（ジェイアールウエスト倶楽部）・氏名・電話番号・住所

お振込み方法 申込み締切日

演歌の夢まつり
12月26日（木）
振込締切日：12月26日（木）

SPECIAL SHOWCASE
12月26日（木）
振込締切日：12月26日（木）

お問い合わせ キョードー西日本 営業企画部 宮本
TEL：0570-09-2424（平日・土曜11：00～17：00）

お申込み方法 上記、ご希望の公演に○をつけ、必要事項をご記入の上、

FAXでお申込みください。
キョードー西日本 FAX：092-752-1969まで

※ 通常プレイガイドでご購入の際に必要な発券手数料（110円）・
　 システム利用料（220円）等は一切不要！
※ チケットお申込み後のキャンセル、変更はできませんので予めご了承ください。
※ 予定枚数に達し次第、終了となります。

ご希望の公演に○をつけ、
必要事項をご記入ください

令和にっぽん！
『演歌の夢まつり 2020』 

❶ ❷LDH PERFECT YEAR 2020
SPECIAL SHOWCASE

❶ ❷
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ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ

お問い合わせ ■ E-MAIL：jrwestclub@jrwelnet.com　■ TEL：06-6195-5820　■ FAX：06-6305-0101　■ JR TEL:（071）2076
（株）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、寺本

掲載までのスケジュール 【2月号～春だより～の場合】
掲載期間：2019年2月中旬（配付）～2020年4月末日

皆さまの会社の　　　　　 情報を
ジェイアールウエスト倶楽部会員に
ご紹介しませんか？ 加入会社限定！

　　　　掲載費は無料

お得な
大募集

!!

ご不明点などございましたら
事務局までお問い合わせ
ください。

※依頼が多数の場合は要相談
2019年
12月19日 記事募集締切

打合せ等

掲載原稿最終提出締切2020年
1月9日

掲 載 2月号～春だより～

2019年もあとわずか～。皆さまいかがお過ごしでしょうか？
今年は令和元年　　　に増税　　と色んなことがあった一年
でしたね。 ウエスト倶楽部では、新たな取り組みとして、メニュー
拡充を図るため、入手困難なエンタメ公演を会員の皆さまに
特別枠として確保しました。反響は大きく、会員の皆さまからは
お喜びの声を沢山いただきました。今後もいろんな事に
チャレンジし、皆さまに充実した毎日をおくっていただける制度を
目指して取り組んで参ります。 　これから冬本番～。くれぐれも
風邪にはご注意を！ 皆さま良いお年をお迎えくださ～い

編 集 後 記

ジェイアールウエスト倶楽部事務局　松藤

スキルアップ 引越し 人間ドック 年金・マネー相談

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

成人お祝い制度

新入社員応援制度

新入社員
フリートレーニング制度

結婚準備応援制度

結婚お祝い制度

マタニティお祝い制度

ベビーシッター利用支援制度
シッターデビュー

月極保育補助制度
ｍａｍｍｙ

育児補助券
チケット３００

おやのこと応援制度

おやの住まい相談所

昇進お祝い制度

介護グッズ購入補助制度

資格取得お祝い制度 ご出産お祝い制度 子育て両立支援制度
マーメイド 住宅購入お祝い制度 糖尿病セルフチェック

支援制度

介護補助金制度ぷらす

定年退職お祝い制度

多彩なサービス・役立つサポート制度であらゆる世代のニーズをカバーします
※掲載内容はサービスの一例であり、どの年代の方もご利用いただけます（一部除く）。詳細は会員専用サイト（ www.fukuri . jp ）をご確認ください。

1908000979FKNSK1909ADPSG＊本内容は２０１９年９月現在の情報で、事情により予告なくサービス内容の変更がある場合がございます。 ＊掲載画像はイメージです。 Copyright(C)2019 Relo Club, Ltd. All rights reserved.

カラオケ

映画鑑賞

スーツ購入

スポーツ観戦

ブライダル

賃貸

ベビーシッター

家事代行

家電購入

ランドセル購入

ホテルレストラン

住宅ローン相談

介護相談

日帰り湯

セカンドライフ

不動産購入・売却

日
常・余
暇・イ
ベ
ン
ト

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代～

ライフステージ別
ジェイアールウエスト倶楽部の


