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❷アプリにログイン
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すぐ
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使える
クーポン満載！！

※ワンタップでクーポン表示
●人気クーポン  ●エリアクーポン

アプリが便利！

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

2017年 オリコン日本顧客満足度調査 11福利厚生サービス第 位

日本の美しい風景 （沖縄県　沖縄の強い陽射しとカラフルなサンゴ）

JR West Club Useful News2017 Vol.03 ［初秋だより］

ジェイアールウエスト倶楽部がお届けする会報誌

● 巻頭 P.01「ヴィアイン梅田」グランドオープン

「ディズニー・オン・クラシック」ご優待 巻末 P.01● 

宿泊補助キャンペーンなど 

お宿満足度ランキング

旅行 映画 ショッピング

「当クラブ会員が支持する」
お得な

お試しプラン
付き

ファミリーレストランのクーポンが登場



JR西
日本グループ会社の

おトクな情報おトクな情報

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分以内

東京大井町・秋葉原・新宿・東銀座・浅草・金沢・名古屋新幹線口・京都四条室町
新大阪・新大阪ウエスト・心斎橋・心斎橋長堀通・あべの天王寺・姫路・岡山・広島・広島銀山町・下関

ご
予
約・

お
問
い
合
わ
せ
は ヴィアイン梅田 検索

ゴ ヨ ヤ ク

詳しくはコチラ

※梅田限定のキャンペーンとなります。　※お部屋のグレード等は指定いただけません。

〒530-0018 大阪市北区小松原町1-20
www.viainn.com/umeda/

TEL 06-6314-5489

※画像はすべてイメージです。内容等は一部変更になる場合があります。　※お電話による受付は、平日の午前9時から18時までとなります。

2017年
9/30（土）
宿泊まで

室数
限定シングル ¥6,800～¥15,000

【1泊1名1室・1名料金（税込）】（朝食無料サービス）

¥10,300～¥27,300
【1泊2名1室・2名料金（税込）】（朝食無料サービス）

一般料金 ￥15,000 一般料金 ￥27,300ツイン

JR大阪駅（御堂筋口）
地下鉄御堂筋線梅田駅

5分徒
歩

ホワイティ
うめだ
泉の広場
（M-9出口）

すぐ！

朝食無料サービス

ヴィアイン梅田
JR西日本グループのホテルチェーン

魅力あふれる大阪・梅田に佇まう、静寂と安らぎの空間。
たたず

ヴィアイン梅田

予約方法につきましては、ヴィアイン梅田に直接お問い合わせいただき【記事掲載ページを見た】とお伝えください。

キャンペーン期間内にお越しいただいた
ジェイアールウエスト倶楽部会員の方に先着で

開業記念品
をプレゼントいたします！

※なくなり次第終了

「ジェイアールウエスト倶楽部」発足
＆「ヴィアイン梅田」グランドオープン

Ｗ記念キャンペーン

01巻頭

ジェイアールウエスト倶楽部
株式会社JR西日本ヴィアイン

からのお知らせ



北陸エリアいちおしメニュー 関西エリアいちおしメニュー

中四国エリアいちおしメニュー

九州エリアいちおしメニュー
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必見！
エリア別
　おトク情報
エリア別
　おトク情報

こちらに掲載しているメニューはほん
の一部です。そのほかのメニューは
ジェイアール西日本ウェルネットの
ホームページでもご紹介していますの
でぜひご覧ください♪

アクセス方法は巻末へ→

のとじま水族館
会員証  画面提示クーポン   

入場料　一般 1,850円→1,650円
　　　　中学生以下 510円→    460円

京都水族館 印刷クーポン
入館料　大人　2,050円→1,750円　大学生・高校生　1,550円→1,300円

NEWレオマワールド 会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン
入園料フリーパス　中学生以上　100円引
 3歳～小学生　100円引

ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド 会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン
入園券＋フリーパスポート券（中学生以上）　2,800円→2,300円

東条湖おもちゃ王国 会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン
キングフリーパス（入園＋乗り物乗り放題）　
中学生以上　2,900円→2,600円

金沢東急ホテル 直接申込  ▶ 印刷クーポン

マレ・ドール ステーキランチ　　　　4,800円→4,120円
マレ・ドール ディナーコース　大人　8,000円→7,000円

スイスホテル南海大阪 直接申込  ▶ 印刷クーポン

「タボラ36」 ランチバイキング　平日大人　4,277円→3,500円

帝国ホテル 大阪 
直接申込  ▶ 印刷クーポン

カフェレストラン フライングトマトカフェ
ランチ・ディナー　4,290円→3,280円

ハイアット リージェンシー 福岡
直接申込  ▶ 印刷クーポン

カフェレストラン ル・カフェディナーブッフェ
大人　　3,500円→3,000円
小学生　1,750円→1,400円

リーガロイヤルホテル広島 直接申込  ▶ 印刷クーポン
オールデイダイニング ルオーレ ランチビュッフェ
大人平日　    2,000円→1,660円
大人土日祝　2,300円→1,900円

ホテルグランヴィア岡山 直接申込  ▶ 印刷クーポン

スカイラウンジアプローズ ランチビュッフェ　大人平日　2,480円→1,980円
リーガロイヤルホテル小倉 直接申込  ▶ 印刷クーポン

鉄板焼なにわ 平日限定 鉄板焼ランチ・グラスワイン1杯付　4,158円→2,800円

越前松島水族館
会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン

入館料　大人　10%OFF

東映太秦映画村 会員専用サイト  ▶ 事前購入

入村券　大人 2,200円→ 1,500円
　　　　大学生・高校生 1,300円→ 700円
　　　　3歳～小学生 1,100円→ 500円

若狭たかはまエルどらんど 会員証  画面提示クーポン
トロピカルワンダー入館料　高校生以上　20%OFF
 小・中学生　20%OFF

鈴鹿サーキット 会員専用サイト  ▶ 事前購入
モートピアパスポート　入園＋のりもの乗り放題
大人（中学生以上）　4,300円→3,700円

神戸市立須磨海浜水族園 会員専用サイト  ▶ 事前購入

入園券　18歳以上　1,300円→1,170円　15歳～ 17歳　800円→720円
　　　　小・中学生      500円→    450円

姫路セントラルパーク 会員専用サイト  ▶ 事前購入
入園券（サファリ＋遊園地）
中学生以上　3,500円→3,100円

アフリカンサファリ大分 印刷クーポン
入園券＋クーポン　大人（高校生以上）　2,500円　小人（4歳～中学生）　1,400円

福岡タワー 
会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン

タワー展望料　高校生以上　800円→640円

遊覧船  万葉丸 会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン
内川＆12橋巡りコース　
中学生以上　1,500円→1,350円
 小学生　　800円→    720円

海遊館 会員証  優待券  印刷クーポン  
※優待券または印刷クーポンとあわせて会員証の提示が必要です。
入館料　16歳または高校生以上　2,300円→1,700円

ハルカス300（あべのハルカス展望台） 印刷クーポン
入場料　大人（18歳以上） 1,500円→ 1,350円
　　　　中高生（12歳～ 17歳） 1,200円→ 1,080円
　　　　小学生（6歳～ 11歳） 700円→ 630円
　　　　幼児（4歳以上） 500円→ 450円

あじ温泉 庵治観光ホテル 海のやどり
会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン

入浴料　大人（中学生以上）　800円→500円
八面山金色温泉

会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン
入浴料　中学生以上　600円→500円

博多の食と文化の博物館 会員証  印刷クーポン  画面提示クーポン　
入館料　大人（中学生以上）　300円→無料

マリンワールド　海の中道 会員証  画面提示クーポン　2,300円→2,100円

掲載されている情報は 2017年 7月現在のもので、予告なく変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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ジェイアールウエスト倶楽部



      チケット購入はこちらから！ 

 http://r-t.jp/doc-jr

ディズニー･オン･クラシック
まほうの夜の音楽会 2017

Brillante ～輝きの未来へ

今年で15周年を迎えるディズニー･オン･クラシックの
テーマは、「Brillante ～輝きの未来へ」。
『塔の上のラプンツェル』をメイン演目として初めて取
り上げ、ディズニーの名曲の数々を、スクリーンの映
像やスペクタルな演出とともに、NYのヴォーカリスト
たちと、フルオーケストラの演奏でお贈りします。

ディズニー･オン･クラシックオフィシャルサイト
d-classic.jp

■指揮：ブラッド･ケリー 
■オーケストラ：THE ORCHESTRA JAPAN
■シンガー：NYヴォーカリスト 
■ナビゲーター：ささきフランチェスコ

Presentation licensed by Disney Concerts © All rights reserved © Disney
ステージ写真は昨年の公演です

写真協力：講談社月刊「ディズニーファン」

S席￥8,700 ▶

※未就学児入場不可。※予定枚数に達し次第受付終了。

※こちらは問い合わせ専用ダイヤルの為、お電話でのご購入はできません。
・システムに関するお問い合わせ（楽天お客様サポート）　　　→ TEL：050-5817-9070（平日 10:00-17:00）　
・公演に関するお問い合わせ（キョードーインフォメーション）→ TEL：0570-200-888（10:00-18:00）

各種
お問い合わせ

QRコードでの読取はこちら

「ジェイアールウエスト倶楽部」特別価格

9/29 金

19:00
9/30 土

18:00

9/22 金

19:00
9/23 土

17:00
9/24 日

15:00
フェスティバルホール
（受付期間 :8/28～ 9/18）

岸和田市立浪切ホール
（受付期間 :8/28～ 9/25）

加古川市民会館
（受付期間 :8/28～ 9/26）

受付公演日時

￥8,500

ディズニー･オン･クラシック
まほうの夜の音楽会 2017

Brillante ～輝きの未来へ

01巻末

ジェイアールウエスト倶楽部
特別ご優待案内

事務局
からのお知らせ



注目！

★ジェイアールウエスト倶楽部事務局★ 松藤

― 編集後記 ―
今月号はいかがでしたでしょうか？情報を提供い

ただきましたグループ会社さま並びに会員の皆さま、

ご協力ありがとうございました。ウエスト倶楽部事

務局も額に汗しながら編集に励んでおります。残

暑が厳しいですが、スイカを食べて乗り切りましょう！

お疲れsummer～です！(笑

お問い合わせ
■ E-MAIL　jrwestclub@jrwelnet.com
■ TEL 06-6105-0933 ■ FAX 06-6305-0101
■ JR TEL （071）2077 ■ JR FAX （071）4863

（株）ジェイアール西日本ウェルネット 企画部開発課
担当：下平尾、松藤、丸池

右のバナーを探してみてね。

こちらの
バナーを
クリック！

STEP 3

こちらのバナーをクリック！

wel11841パスワード

wjrwID

STEP 2

「JRウェルネット」で検索

JRウェルネット

STEP 1

ホームページのご案内

使って

 よかった！

嵯峨野観光鉄道株式会社
京都府 田口 忍さん（50 代 女性）

足摺岬を
お得に満喫！

満足度 ★★★★★

■利用した施設・店名：

  ①ペンションサライ②足摺岬観光遊覧船

■利用した施設・店の場所：高知県

■誰と利用したか：父

■利用方法：会員専用サイト

定置網でとれとれの魚が美味しいペンションに、

「ぶらっとニッポン」の企画で

お得に泊まれました。

イベント補助券も利用したので、

足摺岬観光遊覧船は二人分とも無料になり

さらにラッキー♪

足を延ばして訪れた見残し海岸の海は

透明度が高く、とても美しかったです。

是非訪れてみてください。

使って

 よかった！

株式会社ジェイアール西日本
ウェルネット

大阪府 松藤 周一さん
（40代 男性）

お得で便利な
切り取りクーポン

満足度 ★★★★☆

■利用した施設・店名：和食さと

■利用した施設・店の場所：

  大阪市内

■誰と利用したか：友人

■利用方法：切り取りクーポン

事務局であるわたしからの投稿ですみません笑

家の近所にある「和食さと」は、

飲食代金 2,500 円以上で

500 円の割引が可能なので

非常にお得で、ほぼ毎月利用しています。

切り取りクーポンは切って

そのまま店舗に出すだけなので、

よく使うクーポンはいつも財布に入れています。

使って

 よかった！

今月号から皆さまのお声を集めた

「使ってよかった！」のコーナーが始

まります♪

ジェイアールウエスト倶楽部を利用し

てよかったこと、うれしかったことな

ど、皆さまの「使ってよかった！」を

大募集！

詳しくは下記でご案内しているジェイ

アールウエスト倶楽部のホームペー

ジをチェック！

ウェルネットのホームページでは「ジェイアールウエスト倶楽部」
についての情報を随時更新しています！
利用者さま向けから担当者さま向けまで幅広い情報をご紹介してお
りますので、皆さまぜひご活用ください♪

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？

ホームページ
随時更新しています！

知って
得する！
活用術

会報誌用
各種

フォーマット

おトクな
商品情報

会報誌
バックナンバー

etc...

掲載までの
スケジュール

大募集!!
加入会社限定！

掲載費は無料

掲載までのスケジュール 【12月号～冬だより～の場合】
掲載期間：2017年12月下旬（配布）～2018年2月末日

12月号～冬だより～

9月1日～

9月25日

…

記事募集※依頼が多数の場合は要相談

打合せ等

掲載原稿最終提出
11月8日

掲載 詳しいスケジュールは上記ホームページに掲載しています。
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。

【お詫びと訂正】
「ジェイアールウエスト倶楽部」2017 Vol.02 〔夏だより〕の巻頭 01 頁において写真部分の会社名に誤りがありました。

〔誤〕西日本電気システム　横山社長　→　〔正〕西日本電気テック　横山社長
横山社長、西日本電気テック社および西日本電気システム社をはじめ関係各社各位におかれましては、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

02 巻末

ジェイアールウエスト倶楽部


