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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

2020 Vol.23 ［冬だより］

ウルトラファインミスト ミラブルPlus
低価格でも安心のセットプラン 小さなお葬式
事務局からのご報告「担当者WEB会議」

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

フードサービスネットの

NEWサービス

九州の名産がお手軽に

オンラインショップで購入できる

サービスネット福岡

ヴィアイン大阪京橋が

GRAND OPEN！

ジェイアールウエスト倶楽部がお届けする会報誌

ボ ク ら の
仲 間 ！

ぼくらの仲間！

カスタマーリレーションズ

「健康経営の取組み」～前編～
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全国に広がる
ヴィアインホテル

チェーン

ご予約・お問い合わせはこちら

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・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。

〒534-0025大阪府大阪市都島区片町2-2-53 www.viainn.com/osaka-k/

ゴ   ヨ  ヤ   ク

TEL 06-6353-5489
検索ヴィアイン大阪京橋

https://bit.ly/2TAVpGW

https://bit.ly/3dnvqf9

2021年3月31日（水）ご宿泊分まで

ヴィアイン大阪京橋
～水城の湯～

ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定！

JR京橋駅西口から徒歩約1分の好立地。　各方面へ最適アクセス。

2020年12月29日

11階最上階に男女別の「大浴場」と
「露天風呂」を備えています。

 OPENGRAND 

 シークレットプラン予約受付中！

ヴィアインメンバーズクラブ 入会受付中！

ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定特価で、
2F「Drip-X-Cafe」でのご朝食券が付いたプランを
ご用意しました。この機会に是非ご予約ください。

泊まるほどお得な特典が満載。入会金・年会費無料のヴィアインメン
バーズクラブ。100円＝2ポイントGET! お得な特典と交換。
レイトチェックアウト12時まで無料! 

詳しくはこちら

ご予約はこちら

https://bit.ly/3iSglDf

長期滞在利用のご案内
研修やワーケーションなど
長期滞在のご利用・ご予約はこちらから

JR西日本グループからのお知らせ

巻頭 01
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特集

オンラインストア

福岡を中心とした九州のお土産をオンラインで販売！
博多駅、小倉駅構内におみやげ店舗を展開しています。
福岡へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

【福太郎】
めんべい プレーン 2枚×8袋
ピリっと辛い明太子と魚介の旨味が詰まった
煎餅です。

【丸一】
めんたい松前漬け
いか刺しめかぶ柚子入り （冷蔵便）
明太子屋さんが作っためんたい松前漬け！
さっぱり柚子入り。

【丸一】
黄金鶏皮揚げ 50ｇ
カラリと揚げた黄金鶏皮揚げ。
口に入れると「カリッ」と軽く、かむほどに
鶏皮の旨味が「じゅわ～っ」と広がる。
ほど良い塩味がクセになる逸品です。

【丸一】
黄金鶏皮揚げゆずすこ味 45ｇ

【九十九島】
九十九島せんぺい 18枚
パリッとした独特の食感と、ピーナッツの香ばしさ
でいつも変わらぬ美味しさ。
六角形は縁起のいい亀の甲羅をかたどって海を、
ピーナッツは海に浮かぶ九十九島の島影を表現
しています。

長崎県産の「飛魚（あご）」を使用
した長崎あごだしラーメン。
あっさり醤油ベースのスープは上
品な味わいです。

【丸一】
長崎あごだしラーメン 1食

【丸一】
熊本ラーメン 1食
濃厚なとんこつスープに焦がしニンニクを
ブレンドしたこってりとんこつラーメン。
ニンニクの風味がおいしさを一層引き立てます。

秘伝の餡となめらかな
求肥を包み込む美しい
ひだ折りがみずみずし
いおいしさを保つ。
世代を超えて愛され続
ける熊本代表銘菓です。

【お菓子の香梅】
誉の陣太鼓 8個

カラリと揚げた黄金鶏皮揚げにピリ辛
で酸味のあるゆずすこをふりかけて。
かむほどにゆずの辛味が「じゅわ～っ」
と広がりクセになる。

【二鶴堂】
博多バームスティック
塩キャラメル味 20本
キャラメルペーストを練りこんだバームクーヘンを丁
寧に焼き上げ、更に福岡県糸島の恵み豊かな海水か
らできた「またいちの塩」や「クラッシュアーモンド」
を加えたプレミアムなバームスティックです。

【大原老舗福岡】
松露饅頭 10個
銅板で一つ一つ丹念に焼き上げる丸い松露饅
頭は唐津を代表する饅頭です。
あっさりした味のこしあんを薄いカステラ生地
に包んで焼き上げています。

ジェイアールサービスネット福岡
TEL.0120-737-898

お問い合わせ先

詳しくはコチラ

https://kyushumiyage.com/
https://item.rakuten.co.jp/sn-fukuoka/c/

明太子屋さんが作っためんたい松前漬け！
さっぱり柚子入り。

【丸一】
めんたい松前漬け
いか刺し昆布柚子入り （冷蔵便）

【九十九島】
博多ハニー ハニー＆いちご 7個
福岡県産のはちみつと福岡県産あまおう苺を
クッキー生地に練り込み、ホワイトチョコクリーム
を包んで焼き上げました。

【九十九島】
博多ハニー ハニー＆ソルト 7個
福岡県産のはちみつと福岡県宗像市大島の塩を
クッキー生地に練り込み、ホワイトチョコクリーム
を包んで焼き上げました。

※画像はすべてイメージです。

【明月堂】
博多通りもん24個

20年連続モンドセレクション金賞受賞！柔らかい
しろ餡が舌の上でとろけるような博多の傑作まん
じゅう。博多名物として福岡・博多のお土産やお取
り寄せ和スイーツとして人気です。

【ひよ子】
博多あまおう
ひよ子のたまご8個
（博多駅＆小倉駅限定）

濃厚な甘みを放つ博多あまおうをふんだんに活か
したあまおうジャムをしっとりソフトなガレット生
地でやさしく包み焼き上げました。

JR西日本グループからのお知らせ
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特集

オンラインストア

福岡を中心とした九州のお土産をオンラインで販売！
博多駅、小倉駅構内におみやげ店舗を展開しています。
福岡へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

【福太郎】
めんべい プレーン 2枚×8袋
ピリっと辛い明太子と魚介の旨味が詰まった
煎餅です。

【丸一】
めんたい松前漬け
いか刺しめかぶ柚子入り （冷蔵便）
明太子屋さんが作っためんたい松前漬け！
さっぱり柚子入り。

【丸一】
黄金鶏皮揚げ 50ｇ
カラリと揚げた黄金鶏皮揚げ。
口に入れると「カリッ」と軽く、かむほどに
鶏皮の旨味が「じゅわ～っ」と広がる。
ほど良い塩味がクセになる逸品です。

【丸一】
黄金鶏皮揚げゆずすこ味 45ｇ

【九十九島】
九十九島せんぺい 18枚
パリッとした独特の食感と、ピーナッツの香ばしさ
でいつも変わらぬ美味しさ。
六角形は縁起のいい亀の甲羅をかたどって海を、
ピーナッツは海に浮かぶ九十九島の島影を表現
しています。

長崎県産の「飛魚（あご）」を使用
した長崎あごだしラーメン。
あっさり醤油ベースのスープは上
品な味わいです。

【丸一】
長崎あごだしラーメン 1食

【丸一】
熊本ラーメン 1食
濃厚なとんこつスープに焦がしニンニクを
ブレンドしたこってりとんこつラーメン。
ニンニクの風味がおいしさを一層引き立てます。

秘伝の餡となめらかな
求肥を包み込む美しい
ひだ折りがみずみずし
いおいしさを保つ。
世代を超えて愛され続
ける熊本代表銘菓です。

【お菓子の香梅】
誉の陣太鼓 8個

カラリと揚げた黄金鶏皮揚げにピリ辛
で酸味のあるゆずすこをふりかけて。
かむほどにゆずの辛味が「じゅわ～っ」
と広がりクセになる。

【二鶴堂】
博多バームスティック
塩キャラメル味 20本
キャラメルペーストを練りこんだバームクーヘンを丁
寧に焼き上げ、更に福岡県糸島の恵み豊かな海水か
らできた「またいちの塩」や「クラッシュアーモンド」
を加えたプレミアムなバームスティックです。

【大原老舗福岡】
松露饅頭 10個
銅板で一つ一つ丹念に焼き上げる丸い松露饅
頭は唐津を代表する饅頭です。
あっさりした味のこしあんを薄いカステラ生地
に包んで焼き上げています。

ジェイアールサービスネット福岡
TEL.0120-737-898

お問い合わせ先

詳しくはコチラ

https://kyushumiyage.com/
https://item.rakuten.co.jp/sn-fukuoka/c/

明太子屋さんが作っためんたい松前漬け！
さっぱり柚子入り。

【丸一】
めんたい松前漬け
いか刺し昆布柚子入り （冷蔵便）

【九十九島】
博多ハニー ハニー＆いちご 7個
福岡県産のはちみつと福岡県産あまおう苺を
クッキー生地に練り込み、ホワイトチョコクリーム
を包んで焼き上げました。

【九十九島】
博多ハニー ハニー＆ソルト 7個
福岡県産のはちみつと福岡県宗像市大島の塩を
クッキー生地に練り込み、ホワイトチョコクリーム
を包んで焼き上げました。

※画像はすべてイメージです。

【明月堂】
博多通りもん24個

20年連続モンドセレクション金賞受賞！柔らかい
しろ餡が舌の上でとろけるような博多の傑作まん
じゅう。博多名物として福岡・博多のお土産やお取
り寄せ和スイーツとして人気です。

【ひよ子】
博多あまおう
ひよ子のたまご8個
（博多駅＆小倉駅限定）

濃厚な甘みを放つ博多あまおうをふんだんに活か
したあまおうジャムをしっとりソフトなガレット生
地でやさしく包み焼き上げました。

JR西日本グループからのお知らせ
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お客様の悩み事を解決する
プロフェッショナル

ボ ク ら の

仲 間 ！
今回は、『健康経営』の取り組みを積極的に行って
いるグループ会社 株式会社JR西日本カスタマー
リレーションズさまをご紹介します。
皆さんも各社での取り組みの中でご参考にして
みてはいかがでしょうか。

2019年４月、「CR健康経営宣言」を表明し、企業として
健康経営をスタートしました。「健康意識の向上」や「から
だ」、「こころ」、「職場環境」の項目ごとに中長期的な健康
目標を策定し、福利厚生制度の充実はもちろん、健康意

識を向上させるためのアンケートの実施や運動意識
向上のためのポシブル医科学（株）様と一緒にアク

ティブレスト（簡単なストレッチ）普及やウォーキング
アプリイベント実施、年休取得や残業時間低

減、禁煙推進の取り組みなどを進めています。

CRさま、今回の『健康経営の取り組み』につきまして
は非常にわかりやすく且つ、会社として一体感を
もって取り組まれている様子は参考になりました。

「健康経営」を進めていくにあたり、國弘社長をチーフ・ウ
エルネス・オフィサー（C.W.O）とし、各職場に健康増進担
当者であるウエルネスリーダー（以下WL）を任命、月に一
度の会議により情報交換やディスカッションにより健康増
進への理解を深めています。WLは各部門の現場業務の
リーダー層でもあり、経営幹部と現場のリーダーが一体と
なり意思疎通を深めることで、よりスピーディに、また現場
の実態にも寄り添いながら健康経営を進めています。

「健康経営優良法人2020」
に認定されました！

社員一人ひとりが
「わたしの健康宣言」
カードを持っています

JR西日本カスタマーリレーションズ（以下CR）は
「JR西日本お客様センター」の運営を中心に事業を展開しています。
本社尼崎と広島を拠点とし、JR西日本全エリアの駅を代表して
お客様からのお問い合わせを一手に担うとともに、
お忘れ物の捜索受付やきっぷの予約・販売、JR西日本の
各種会員のお客様への応対、お客様の声などデータ分析に基づく
JR西日本への提言など、幅広い業務を行っています。

2020年度は「健康経営の自分
ゴト化」を目標にしており、社員
一人ひとりが一年の健康目標
を定める「わたしの健康宣言」を
行い、より「健康」を身近なものに
すべく取り組みを進めています。

01

02

事務局より

デスクパーテーションを設置した執務室

［前編］

～後編～は4月号で掲載を予定しています。

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会員様限定注文書

にお答えしてキャンペーンを延長しました!にお答えしてキャンペーンを延長しました!大好評大好評

メールの場合は下記の❶～❻をご記入の上、送信ください。尚、確認メールを送付いたしますので受信拒否をされている場合は、受信できるよう設定ください。
※会員IDは必ずご記入ください。　※お電話でのご注文は承っておりません。必ず「FAX」または「メール」にてご注文ください。

❶ ご注文者
〒　　　　　　－
ご住所

TEL TEL

【いずれかに〇をしてください】 【振込先】

ご注文後5営業日以内に発送します。また銀行振込の場合はご入金確認後の5営業日以内に発送します。 お振込手数料はお客様負担でお願い致します。ご注文後1週間以内にご入金いただきますようお願いいたします。

会員ID　　　　　－

（フリガナ）
お名前

（フリガナ）
お名前

〒　　　　　　－
ご住所

ご注文商品

サイエンス ウルトラファインミスト ミラブル プラス《シャワーヘッド》
通常価格40,900円（税別） ➡ 特別価格29,800円（税別）　32,780円（税込）

ミラブル正規販売代理店
代理店ID：01G087036G01

株式会社 GLOBAL UNION
mail:mirable@global-union.co.jp

［大阪支店］ TEL 06-6398-3550
大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル 5F
営業日／土日祝、年末年始、夏季休暇を除く　営業時間／9：30～17：00
URL https://www.jrwelnet.co.jp/westclub/recommend/detail/49

❸ ご注文日

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 　　　　　　　　　　　本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税込）

❺ ご購入金額❹ 本数
□ ※限定特別価格の購入商品であり、転売しない事を宣言します。

❻ お支払方法

お
問
い
合
わ
せ

お申込期間（ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定）

2020年12月14日（月）～2021年3月31日（水）まで
fax 06-6398-3560
mail mirable@global-union.co.jp

通常販売価格 40,900円（税別）ジェイアール
ウエスト倶楽部
会員特別価格

「ミラブル」は、すぐれた洗浄力を持つ
ウルトラファインバブルを含む水流を、
勢いあるストレートと、より微細な気泡を
毛穴まで届けるミストに、ワンタッチで切り替えて
使える画期的な「シャワーヘッド」です。

キリトリ線

三菱UFJ銀行　徳島支店　普通　1099903
カ）グローバルユニオン銀行振込（前払い）　　・　　代引

お一人様
2本まで

購入前にHPで詳細を
ご確認ください

27%OFF27%OFF

❷ お届け先（ご注文者と異なる場合のみご記入ください）

29,800円（税別）送料・代引き 手数料込

CMでも
話題！

巻末 01

JRW2012 巻末P.01

会員特別価格 でご提供！
※価格はジェイアールウエスト倶楽部会報誌をご確認ください

ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定注文書

にお答えしてキャンペーンを延長しました!にお答えしてキャンペーンを延長しました!大好評大好評

メールの場合は下記の❶～❻をご記入の上、送信ください。尚、確認メールを送付いたしますので受信拒否をされている場合は、受信できるよう設定ください。
※会員IDは必ずご記入ください。　※お電話でのご注文は承っておりません。必ず「FAX」または「メール」にてご注文ください。

❶ ご注文者
〒　　　　　　－
ご住所

TEL TEL

【いずれかに〇をしてください】 【振込先】

ご注文後5営業日以内に発送します。また銀行振込の場合はご入金確認後の5営業日以内に発送します。 お振込手数料はお客様負担でお願い致します。ご注文後1週間以内にご入金いただきますようお願いいたします。

会員ID　　　　　－

（フリガナ）
お名前

（フリガナ）
お名前

〒　　　　　　－
ご住所

ご注文商品

サイエンス ウルトラファインミスト ミラブル プラス《シャワーヘッド》
通常価格40,900円（税別） ➡ 特別価格29,800円（税別）　32,780円（税込）

ミラブル正規販売代理店
代理店ID：01G087036G01

株式会社 GLOBAL UNION
mail:mirable@global-union.co.jp

［大阪支店］ TEL 06-6398-3550
大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル 5F
営業日／土日祝、年末年始、夏季休暇を除く　営業時間／9：30～17：00
URL https://www.jrwelnet.co.jp/westclub/recommend/detail/49

❸ ご注文日

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 　　　　　　　　　　　本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税込）

❺ ご購入金額❹ 本数
□ ※限定特別価格の購入商品であり、転売しない事を宣言します。

❻ お支払方法

お
問
い
合
わ
せ

お申込期間（ジェイアールウエスト倶楽部会員様限定）

2020年12月14日（月）～2021年3月31日（水）まで
fax 06-6398-3560
mail mirable@global-union.co.jp

通常販売価格 40,900円（税別）ジェイアール
ウエスト倶楽部
会員特別価格

「ミラブル」は、すぐれた洗浄力を持つ
ウルトラファインバブルを含む水流を、
勢いあるストレートと、より微細な気泡を
毛穴まで届けるミストに、ワンタッチで切り替えて
使える画期的な「シャワーヘッド」です。

キリトリ線

三菱UFJ銀行　徳島支店　普通　1099903
カ）グローバルユニオン銀行振込（前払い）　　・　　代引

お一人様
2本まで

購入前にHPで詳細を
ご確認ください

27%OFF27%OFF

❷ お届け先（ご注文者と異なる場合のみご記入ください）

29,800円（税別）送料・代引き 手数料込

CMでも
話題！

巻末 01

JRW2012 巻末P.01

会員特別価格



ジェイアール西日本フード サービスネット NEWサービス

山陽新幹線パーサー
ハローキティぬいぐるみ
3,850円（税込）

山陽新幹線パーサー
ハローキティマスコット
1,760円（税込）

夢の超特急マジックインキ
2,040円▶1,000円（税込）

の

幕の内弁当なら
乗車前日まで予約可能

ぜんぶ、駅弁
デリで予約

できます！

ぜんぶ、駅弁
デリで予約

できます！

+ ソフトドリンクも

+ アルコールも

お弁当とセットで

出張や旅
行の際に

是非ご利用
ください

「ハローキティ新幹線グッズ」や
「山陽新幹線オリジナルグッズ」を販売

カンタン
お申し込み
ご利用はコチラ

ほかにも

2021年3月末まで期間限定

Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店
「Relax X Quality」をコンセプトに、こだわりのコーヒー、牛
100％パティの「ハンバーガー」、とろけるチーズにスパイスが
弾ける「チーズスパイスサンド」「苺まみれパフェなど」など様
々なメニューと喧騒をひととき忘れてお寛ぎいただける空間
を提供しています。

［住所］大阪府大阪市都島区片町2丁目2番53号
［TEL］06-6232-8823
［住所］大阪府大阪市都島区片町2丁目2番53号
［TEL］06-6232-8823

DATADATA

イメージ

イメージイメージ

Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店

洋食＆ビール 自由亭新梅田
昔ながらの懐かしい洋食屋さん。 定番のハンバーグ、エビフライ以外にも、トン
テキ・ビフカツ・オムライスなど10/1から大きくメニューを変更。夜はお酒に合
うスキレット料理とともに、生ビールはキリン一番搾り・キリン1番搾り黒・アサヒ
スーパードライと3種類から選べ、それ以外にもタップマルシェ（クラフトビール
2種）ハイネケンエクストラコールドなどなど豊富に取り揃えています。

［住所］大阪府大阪市北区角田町9-29 新梅田食道街
［TEL］06-6312-5929
［住所］大阪府大阪市北区角田町9-29 新梅田食道街
［TEL］06-6312-5929

DATADATA

イメージ

イメージイメージ
イメージイメージ

イメージイメージイメージイメージ

駅弁デリのご利用は
まず会員登録から

駅弁予約は次の2種類のコースからお選びいただけます ご乗車の列車を選択し
お弁当を選んだら
申し込み完了

お茶をセットで購入
いただくと

４０円割引で
購入できます。

幕の内弁
当なら乗車

前日まで

予約ＯＫ！

※お弁当１個の予約につきセット割引は
　１本までとさせていただきます。

12月14日～
先行販売

12月14日～
先行販売

からふね屋珈琲 三条本店

［住所］京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町39
［TEL］075-254-8774
［住所］京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町39
［TEL］075-254-8774

1972年の創業以来、おもてなしの心を大切にし、地域密着店
として京都で愛されつづけてきた「からふね屋珈琲店」。
からふね屋は代名詞であるパフェ、おいしい珈琲、バラエティ
に富んだメニューとともに、お客様をお待ちしております。

DATADATA

10%OFF
飲食代金より

12月29
日

オープン

キリトリクーポンキリトリクーポンキリトリクーポン

ご利用方法ご利用方法

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。
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。

利用期間

2021年2月28日

洋食&ビール 自由亭新梅田洋食&ビール 自由亭新梅田

10%OFF
飲食代金より

ご利用方法ご利用方法 利用期間

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。
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。 2021年2月28日

からふね屋珈琲 三条本店からふね屋珈琲 三条本店

10%OFF
飲食代金より

ご利用方法ご利用方法 利用期間

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。
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。 2021年2月28日

山陽新幹線
車内販売のお得情報
交通系電子マネーを使った
キャッシュレス決済で

※その他、割引券及び各種セット
　割引との併用はできません。

（
税
込
）

（
税
込
）

レギュラーサイズ
320円▶
ラージサイズ
370円▶

290円

340円

2021年1月31日まで

※その他割引券との併用は不可 ※その他割引券との併用は不可 ※その他割引券との併用は不可
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ジェイアール西日本フード サービスネット NEWサービス

山陽新幹線パーサー
ハローキティぬいぐるみ
3,850円（税込）

山陽新幹線パーサー
ハローキティマスコット
1,760円（税込）

夢の超特急マジックインキ
2,040円▶1,000円（税込）

の

幕の内弁当なら
乗車前日まで予約可能

ぜんぶ、駅弁
デリで予約

できます！

ぜんぶ、駅弁
デリで予約

できます！

+ ソフトドリンクも

+ アルコールも

お弁当とセットで

出張や旅
行の際に

是非ご利用
ください

「ハローキティ新幹線グッズ」や
「山陽新幹線オリジナルグッズ」を販売

カンタン
お申し込み
ご利用はコチラ

ほかにも

2021年3月末まで期間限定

Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店
「Relax X Quality」をコンセプトに、こだわりのコーヒー、牛
100％パティの「ハンバーガー」、とろけるチーズにスパイスが
弾ける「チーズスパイスサンド」「苺まみれパフェなど」など様
々なメニューと喧騒をひととき忘れてお寛ぎいただける空間
を提供しています。

［住所］大阪府大阪市都島区片町2丁目2番53号
［TEL］06-6232-8823
［住所］大阪府大阪市都島区片町2丁目2番53号
［TEL］06-6232-8823

DATADATA

イメージ

イメージイメージ

Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店Drip-X-Cafeヴィアイン京橋店

洋食＆ビール 自由亭新梅田
昔ながらの懐かしい洋食屋さん。 定番のハンバーグ、エビフライ以外にも、トン
テキ・ビフカツ・オムライスなど10/1から大きくメニューを変更。夜はお酒に合
うスキレット料理とともに、生ビールはキリン一番搾り・キリン1番搾り黒・アサヒ
スーパードライと3種類から選べ、それ以外にもタップマルシェ（クラフトビール
2種）ハイネケンエクストラコールドなどなど豊富に取り揃えています。

［住所］大阪府大阪市北区角田町9-29 新梅田食道街
［TEL］06-6312-5929
［住所］大阪府大阪市北区角田町9-29 新梅田食道街
［TEL］06-6312-5929

DATADATA

イメージ

イメージイメージ
イメージイメージ

イメージイメージイメージイメージ

駅弁デリのご利用は
まず会員登録から

駅弁予約は次の2種類のコースからお選びいただけます ご乗車の列車を選択し
お弁当を選んだら
申し込み完了

お茶をセットで購入
いただくと

４０円割引で
購入できます。

幕の内弁
当なら乗車

前日まで

予約ＯＫ！

※お弁当１個の予約につきセット割引は
　１本までとさせていただきます。

12月14日～
先行販売

12月14日～
先行販売

からふね屋珈琲 三条本店

［住所］京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町39
［TEL］075-254-8774
［住所］京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町39
［TEL］075-254-8774

1972年の創業以来、おもてなしの心を大切にし、地域密着店
として京都で愛されつづけてきた「からふね屋珈琲店」。
からふね屋は代名詞であるパフェ、おいしい珈琲、バラエティ
に富んだメニューとともに、お客様をお待ちしております。

DATADATA

10%OFF
飲食代金より

12月29
日

オープン

キリトリクーポンキリトリクーポンキリトリクーポン

ご利用方法ご利用方法

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。
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。

利用期間

2021年2月28日

洋食&ビール 自由亭新梅田洋食&ビール 自由亭新梅田

10%OFF
飲食代金より

ご利用方法ご利用方法 利用期間

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。
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。 2021年2月28日

からふね屋珈琲 三条本店からふね屋珈琲 三条本店

10%OFF
飲食代金より

ご利用方法ご利用方法 利用期間

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。
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。 2021年2月28日

山陽新幹線
車内販売のお得情報
交通系電子マネーを使った
キャッシュレス決済で

※その他、割引券及び各種セット
　割引との併用はできません。

（
税
込
）

（
税
込
）

レギュラーサイズ
320円▶
ラージサイズ
370円▶

290円

340円

2021年1月31日まで

※その他割引券との併用は不可 ※その他割引券との併用は不可 ※その他割引券との併用は不可
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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

編集後記

今年度のジェイアールウエスト倶楽部
担当者会議はWEBで実施しました。
ご担当者さまより沢山のご意見やご
要望をいただきました。また、各社で
の取り組みや会報誌にご掲載いただ
いた会社さまよりご利用の実績等の
ご報告もあり、事務局としましても大
変貴重なご意見を頂戴しましたので、
今後に役立てて参ります。

20年度『ジェイアールウエスト倶楽部
担当者WEB会議』を実施

ジェイアールウエスト倶楽部会員・ご家族様へ

事務局からのご報告メリクリ～

あけおめ、ことよろ～
事務局 松藤

ペット葬儀に関するご相談・ご質問
ご依頼はこちらからどうぞ

8月号にご掲載いただきまし
た「嵯峨野トロッコ列車」に
行ってきました！紅葉がとても
綺麗でした。
ご利用特典のトロッコオリジ
ナルマグカップget!　

行ってきました!

事務局からのお知らせ

巻末04

JRW2012 巻末P.04　A3（420× 297mm）


