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1周年1周年
特別企画特別企画

ハロ
ーキティルームハロ
ーキティルーム

ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA

ハローキティハローキティハローキティハローキティ

24時間24時間
プラン

24時間48時間
プラン

www.fukuri.jp
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

電報サービス「みつぼし」 巻末 01

ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA 巻頭 01

アニコム損保のペット保険 巻頭 04

※1ポイント=1円：ご登録後すぐにご利用OK!



1周年1周年
特別企画特別企画

ハロ
ーキティルームハロ
ーキティルーム

ホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIAホテルヴィスキオ尼崎 by GRANVIA

ハローキティハローキティハローキティハローキティ

ホテルオリジナルハローキティぬいぐるみ付きの会員様限定のお得なプランをご用意しました。
 Go Toトラベル割引対象プランですので、会員様特別価格にGo To支援額35％適用してさらにお得にご宿泊できます！

かわいいハローキティが皆さまをお待ちしております♪

ハローキティルームのお部
屋をハッシュタグをつけて
インスタグラムにアップして
いただき、フロントで画面を
提示していただくとホテル
オリジナルハローキティグッ
ズをプレゼントいたします！

お支払い実額
会員価格 14,800円 Go to支援額 5,180円 9,620円

【Go Toトラベル割引対象プラン】

ハローキティルームに泊まろう! ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定プランハローキティルームに泊まろう! ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定プラン

さらに!

#ハローキティ
#ホテルヴィスキオ尼崎
#HELLO KITTY
#HOTEL VISCHIO AMAGASAKI

三ノ宮・宝塚・北新地・京都へも
ダイレクトに観光へ 
三ノ宮・宝塚・北新地・京都へも
ダイレクトに観光へ 

阪神尼崎駅前にあるあまがさき観光案内所で
MAPをもらってスタート！

ご予約は
こちらから♪
＞＞＞

尼崎中央商店街と商店街の中にある「七福神絵ドーム」

ゴールは「尼崎城」
1階は入城料無料。
尼崎名物が揃ったショップや
広場も併設

色紙に七福神めぐりの
スタンプを押していこう

▲
七福神色紙

尼崎周辺は城下町と栄えた雰囲気ある情
景を残しながら、大規模な再開発を経て
ショッピングモール、レストランフロアと、ス
ケールの大きな未来型都市「アミング潮江」
として、新しく関西の注目を集めています。

尼崎寺町にある7つの神社・お寺を巡り長
寿・開運・招福など、それぞれご利益を願い
参拝します。参拝の記念に専用の色紙に七
つの朱印を揃えて愉しむコースです。コー
スの締めくくりは尼崎城へ向かいます。

日帰りモデルコース一例

尼崎寺町 七福神めぐり～尼崎城へ

尼崎グルメ
も

食べ歩き

START!

GOAL!

TEL 06-6491-0002
※他の特典との併用はできません。
※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。

宿泊予約

ご利用方法《要予約》

※全て消費税込料金です。サービス料はいただいておりません。

詳しくは
コチラ！

1泊2名/室
お支払い実額

会員価格 19,800円 Go to支援額 6,930円 12,870円1泊2名/室

2020年
11月30日（月）まで

2020年
11月30日（月）まで

【利用期間】

代表／宿泊予約（直通）
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ホテルグランヴィア京都ご予約
お問い合わせ先 〒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 京都駅ビル内

https://www.granvia-kyoto.co.jp

（代表/宿泊予約）

JR西日本ホテルズでは、このたび、お客様と従業員の安全を
第一に鑑み、新たな衛生基準「Clean & Safety」を策定いたしま
した。私たちは、新しい生活様式の中でも、お客様が、より快適
に、安心してご滞在いただける上質な旅の基点になるために、妥
協のない清潔さと、衛生的な環境づくりに努めてまいります。

TEL 075-344-8888

イメージ

京都駅直結の抜群の利便性。
京都に魅せられたすべてのお客様を

くつろぎと、ゆとりに満ちた
空間へと導きます。

ゆっくりと日々の疲れを
癒してください。

京都駅直結の抜群の利便性。
京都に魅せられたすべてのお客様を

くつろぎと、ゆとりに満ちた
空間へと導きます。

ゆっくりと日々の疲れを
癒してください。

密を避け、プライベートな空間で
安心してお過ごしいただけるプランです。

最上階からの景色と豪華食材の華やかな料理を
お楽しみください。

15:00チェックイン、15:00チェックアウトの最大48時間ステイ

朝食付き ルームサービス（6：30～11：00）

25,000円分（5,000円チケット×5枚）のチケット付き
ご滞在中にルームサービスを含む館内直営レストランでご利用いただけます。

ホテルグラン ヴィア京都ホテルグラン ヴィア京都 Hotel
Granv ia

Kyoto

ビュー&ダイニング「コトシエール」

▲ グランヴィアデラックスツイン タワービュー

安全対策について

和定食、オリジナルメニューのほか
ア・ラ・カルトメニューまで豊富に揃えてあります。

※天婦羅処「京林泉」、中国料理「六本木 樓外樓」を除く
※釣銭はお出しできませんのでご了承ください。
※チケットの払い戻し、または現金とのお引替えはいたしかねます。
※チケットの紛失または滅失、破損に対して、当ホテルはその責を負いかねますのでご了承ください。

15:00チェックイン、15:00チェックアウトの最大24時間ステイ

館内直営レストラン利用券1,000円分付き（お1人様あたり）

朝食はレストランまたはルームサービスをチョイス可

マイカー利用者に嬉しい駐車場無料（入庫から24時間）

客室アップグレード（予約時にお選びいただいたお部屋は、既に
1ランク以上の上位客室へアップグレードされています）

特 典

グランヴィアをまるごと満喫！
京都観光でお越しの方はもちろん、

お部屋でゆっくり過ごされる方にもおすすめのプランです。
シェフ自慢のディナーコースと

ホテルグランヴィア京都での快適な滞在をお楽しみください。

5 大 特 典

下記お電話番号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。

ご利用方法

アメリカンブレックファストアメリカンブレックファスト
ルームサービス 15階

▲ セミスイートツイン

24時間
15階ビュー＆ダイニング コトシエールディナー+5大特典付プランゆとりの客室空間で寛ぎのひと時を

48時間

イメージ

要予約

JR西日本ホテルズ「Clean & Safety」
～新しい生活様式で考える 上質な旅の基点になるために～

2連泊限定

朝食付き
48時間ステイプラン

100,000
サービス料・宿泊税・消費税込

円2泊合計で
1名1室・2名1室同額

24時間ステイプラン

サービス料・宿泊税・消費税込

26,000円～1名1室1名様あたり

20,000円～2名1室1名様あたり

18,000円～3名1室1名様あたり
朝
食
付
き

客室タイプ スーペリアツイン／グランヴィアデラックスツイン
グランヴィアデラックスツイン タワービュー

セミスイートツイン

客室タイプ

JR西日本グループからのお知らせ
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〈木村硝子〉
KOJITANI
TRAVELWINEGLASS

伝える。伝わる。
伝統をDENPOで。

越前和紙の技術によって生み出された“局紙※”を
ベースに、越前和紙のみに伝わる溜め漉きという技
法で、一枚一枚手作業により厚手の和紙に仕上げ、
「DECO-WASHI」というデジタル技術を組み合わせ
ることで繊細な模様とロゴを浮き上がらせました。

自由に想いを紡げる最大350文字のメッセージを
「みつぼし」のために漉き上げられた越前和紙の台紙に添えて、
贈りものとともに大切なあの方へ。

長く人びとの暮らしに寄り添い、愛されてきた日本各地の工芸品。
とりわけ「みつぼし」が選ぶのは、歴史に培われた伝統のカタチを普段使いができるよう
モダナイズされた逸品です。

10,000円 
（税抜 / メッセージ・送料込）

メッセージカードについて

※明治政府が発行した紙幣のために開発された紙

9,050円（税抜 / メッセージ・送料込）L
7,200円（税抜 / メッセージ・送料込）M
5,500円（税抜 / メッセージ・送料込）S

サイズ

サイズ

サイズ

蓋を開けた瞬間の、驚きが目に浮かぶ
生花を使ったフラワーボックスを
大切な方へお届けいたします。

〈能作〉 
箸置 結び
6,000円 
（税抜 / メッセージ・送料込）

https://www.verycard.net/rec_log.php?member_id=jrwestclub
PCの方

スマホの方

右記の二次元コードをスキャンしてください

商品とお届けについてお申し込み方法

お問い合わせ先

※クレジットカード限定
 （給与天引は不可）

佐川ヒューモニー株式会社
ご不明点があればコールセンターまでお問い合わせください。

（受付時間 9:00～20:00）TEL:0570-056-115
※電話でのお申し込みは受付しておりません。
　WEBからお申し込みください。

注
意

お申し込み時間 14時まで
最短お届け日時 7日後のお届け可能

※商品の性質上、お届けまで日数を要するものもございます。
　万一、在庫切れなどの場合は、速やかにご連絡させていただきます。

10月
新商品

巻末 01
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ジェイアールウエスト    倶楽部会員さまへ
お得なご優待     のお知らせ！

ジェイアール西日本ファッショングッズは
ＪＲ西日本の駅ナカや
駅ビル・各ショッピングセンターで、
バラエティ雑貨やアクセサリーなどを扱う
店舗を運営しております。
この度、当社の直営店舗において
ジェイアールウエスト倶楽部会員さまに
向けてお得なご優待をご案内します。

ジェイアールウエスト倶楽部会員証および
JR社員証を直営店舗でご提示ください。

化粧品/アクセサリー/帽子・手袋・バッグ/
衣料/シューズ/生活雑貨等　
※店舗によっては商品が異なります。

対象商品 ご利用方法

店舗一覧は
コチラから

ココシュカ
毎日を心地よく、ステキに輝く
女性のための提案型ショップ

10% OFF

04

03

彩りのある暮らしで毎日を豊かにする
お気に入りの見つかるお店

05 ラ・パレット

ガーランドオブデュウ

店舗一例

●エキマルシェ大阪店

●ピオレ明石店

●ピオレ姫路店

店舗一例

●泉北パンジョ店

●阪急川西店

●大阪店

店舗一例

●大阪店

●三ノ宮店

●エキマルシェ大阪店

イイコット
駅ナカでふと寄り道したくなるような、
ワクワク感のあるお店

02

店舗一覧は
コチラから

店舗一覧は
コチラから

季節感あふれるトレンド商品
やギフトにうれしい雑貨など
も幅広くご提案するお店

06 リント

店舗一覧は
コチラから

店舗一例

●エキマルシェ大阪店
●天王寺ミオプラザ店

上品でフェミニンをイメージ
自分らしく輝ける大人可愛い
アクセサリーショップ

07 モニック

店舗一例

●和歌山ミオ店

※セール品を除く

定価より

会員特典

アタリ

店舗一覧は
コチラから

キレイ・オシャレを提供する
ハピネスコンセプトストア

01 エピソード

店舗一例

●大阪店　●三ノ宮店

●元町店　●天王寺店

●宝塚店　●摂津本山店

●草津店　●新大阪アルデ店

店舗一覧は
コチラから

お友だち登録でお得GET！

オンラインストアも充実！  いつでもどこでもお買い物

店舗一覧は
コチラから

店舗一例

〈首都圏〉

●有楽町マルイ店
●玉川高島屋Ｓ･Ｃ店
●横浜ジョイナス店

〈関西圏〉

●ルクア大阪店
●天王寺ミオ店

大人の女性の心を満たす
ジュエリー感覚のアクセサリーセレクトショップ

※1ポイント=1円：ご登録後すぐにご利用OK！いつでもどこでも
オシャレを楽しみましょ

JR西日本グループからのお知らせ
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ジェイアールウエスト倶楽部事務局
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

 E-mail  jrwestclub@jrwelnet.com
 TEL  06-6195-5820　JR TEL  (071)2076　FAX  06-6305-0101

お問い合わせ先

ライフステージ別サポート！！ ＆ お祝い・応援制度
出産・子育て

ベビー用品も
ブランド子ども服も
お得に購入

結　婚就　職 住まい・暮らし／
おやのこと・セカンドライフ

身だしなみも
ふくりの優待で
そろえられる！

快適な住空間にする
インテリアを優待で

ライフプランも
サポート

子どものお勉強も
ふくりでお得にスタート

お
祝
い・
応
援
制
度〈
一
例
〉

出産・子育て 就　職

マタニティお祝い制度マタニティお祝い制度

制度
特典

ご希望のものを
全部プレゼント

新入社員応援制度新入社員応援制度

制度
特典

最大3種類
プレゼント

昇進お祝い制度昇進お祝い制度

制度
特典 定期購読6ヵ月

●「日経ビジネス電子版」

15%OFF割引券
最大2種類プレゼント

●コナカお買物

【申請期限】2021年3月25日まで

ご出産お祝い制度ご出産お祝い制度

制度
特典

ご希望のものを
全部プレゼント

【申請期限】ご出産された翌日から
6ヵ月後の25日まで

詳しくは
コチラ!!

結　婚

婚約お祝い制度婚約お祝い制度

制度
特典

カタログギフト
プレゼント

住まい・暮らし おやのこと・
セカンドライフ

脱メタボお祝い制度脱メタボお祝い制度

制度
特典

10,000円相当を還元

UR賃貸住宅
家賃補助制度
UR賃貸住宅
家賃補助制度

制度
特典

契約家賃

※1,000円未満切り捨て

1ヵ月分の
50%相当の
商品券プレゼント

おやのこと応援制度おやのこと応援制度

制度
特典

応援グッズプレゼント

●「きずな生活」を
  お申し込みの方

おやの住まい相談所おやの住まい相談所

制度
特典 10,000円相当を還元
●おやの住まい相談所の
  無料相談ダイヤルをご利用の上、
  対象施設にご入居の方
30,000円相当を還元

結婚準備応援制度結婚準備応援制度

制度
特典

結婚準備応援
グッズ
プレゼント

詳しくは
コチラ!!

詳しくは
コチラ!!

詳しくは
コチラ!!

詳しくは
コチラ!!

詳しくは
コチラ!!

詳しくは
コチラ!!

出会いから結婚まで
ふくりがサポート

スキルアップも
優待でお得に！

健康も手軽にはじめよう

暮らしに役立つサービスも優待で活用

編集後記

８月号でお知らせしました「ジェイ
アールウエスト倶楽部担当者会議」
につきましては、コロナウィルス感
染拡大防止の観点から、WEB会議
で実施しました。

お知らせ

ジェイアール
ウエスト倶楽部

担当者会議について

事務局からのお知らせ

巻末04


