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くだもの王国として有名な岡山。
窓際には、マスカットをモチーフ
にしたペンダント照明を設けました。

岡山の晴れた空（壁）と、名勝「後楽園」
の花々をあしらったカーペット

ホテルグランヴィア岡山 〒700-8515
岡山県岡山市北区駅元町1番5

大人お1人様/1泊
ツイン/食事なし/禁煙ルーム

2022年9月30日（金）まで
期間限定

ようこそ［こころ晴ればれ おかやまの旅］
後楽園入園券を含む特典満載プラン

客室内には
備前焼の湯のみを
ご用意しております。

ホテル公式ホームページ

旬のおかやまグル
メ

晴れやかステイ
！旬のおかやまグル
メ

晴れやかステイ
！

＆＆

7月 白桃パフェイメージ
イメージ

岡山での滞在を充実
させてくれるのがホ

テルグランヴィア岡
山。

岡山駅直結でアクセ
スもスムーズ。観光

の拠点としてもこれ
以上ない立地です。

初夏の旬の味覚を楽
しむイベントも開催

。岡山の味を堪能し
ながら、

岡山らしさを存分に
感じられる滞在をお

楽しみください。

デザインと機能にこだわった多彩な客室タイプで
ゆったりとした空間が広がります。
全室無線LAN（Wi-Fi）を無料で利用できます。

ロビーラウンジ ルミエール
季節のフルーツパフェ
2,300円
華やかで心が沸き立つ見た目に
思わずテンションもアップ！
７月は岡山県産の白桃のおいしさ
をぎゅっと詰めたパフェを提供し
ています。

華やかで心が沸き立つ見た目に
思わずテンションもアップ！
７月は岡山県産の白桃のおいしさ
をぎゅっと詰めたパフェを提供し
ています。

1階

日本料理 吉備膳
かくし寿司
5,500円
備前藩主・池田光政の倹約令に
よって生まれた岡山のちらし寿司
をアレンジ。岡山県産の食材を盛
り込んだお寿司は開けてからの
お楽しみ！

備前藩主・池田光政の倹約令に
よって生まれた岡山のちらし寿司
をアレンジ。岡山県産の食材を盛
り込んだお寿司は開けてからの
お楽しみ！

2階

宿泊代金 5,400円～

https://www.granvia-oka.co.jp（ナビダイヤル）

●お問い合わせ先

［リニューアルフロア］

JR西日本グループからのお知らせ

巻頭 01

JRW2206 巻頭P.01



さ く び さ く ら

７月から３ヵ月間、岡山の魅力をいっぱいに感じる
特別なイベントや体験など盛りだくさん！
旅気分を盛り上げる観光列車に揺られながら、
とっておきの岡山をめぐってみましょう。

　岡山駅を拠点に、

 せとうちを旅するアートな

  観光列車｢La Malle de Bois

（ラ･マル･ド･ボァ）｣が2022年も運行。

宇野方面、尾道方面、日生方面など４方面を走ります。

「岡山デスティネーションキャンペーン」が開催される

 7～9月は運転本数を拡大。

岡山市と津山市を結ぶ、淡いピンクの車体がキュート
な列車。名湯・美作三湯（みまさかさんとう）や緑豊富
な自然が旅心を誘う、岡山県北エリアへ向かいます。

●運行情報
・7月1日（金）～9月30日（金）
・津山線（岡山駅～津山駅間）を運行
・金～月１日２往復（月は定期列車に連絡）
◎詳細は公式ホームページにて

JR西日本グループ連携により、
お得感ある価格を実現した旅のブランド。
お買い物200円クーポンや宿泊施設でのお楽しみ特典付。
ひとり旅・少人数旅行にも対応しています。

●商品設定期間　
　2022年4月～9月
●設定商品
 ・岡山方面（北陸・京阪神・山陽・山陰発）
 ・九州方面（京阪神・山陽・山陰発）
 ・西日本グループホテルズ全方面（グランヴィア、ヴィスキオ、ヴィアイン商品）
　（北陸・京阪神・山陽・山陰・福岡発）

｜とってもhappyになれる！｜

岡山の伝統を感じられる食材豊かな
『岡山ばら寿司』の特製弁当です。

ホテルグランヴィア岡山監修特製弁当
●提供／吾妻寿司
●提供列車／【金・土・日】2号、【月】4号

体の中から美しくをコンセプトに、
一つ星レストランシェフ寺田真紀夫氏が監修。

寺田シェフ監修特製弁当
●提供／Okayama Table TERRA
●提供列車／1号、3号

「フルーツみにたると」で人気のお店STYLEが
手掛ける、オリジナルスイーツセット。

岡山のスイーツセット
●提供／フレッシュタルトのお店 STYLE
●提供列車／【金・土・日】4号、【月】2号

日本刀の産地として栄えた瀬戸内市長船
町にある日本刀を中心に 展示する博物
館です。9月運行時は国宝「太刀 無銘一文字（山鳥毛）」特別展示があり、
長船駅と備前長船刀剣博物館を結ぶ無料シャトルバスが運行されます。

備前長船刀剣博物館／
備前おさふね刀剣の里

●長船（おさふね）駅

NORINAHALLE
ショートクルーズ

●日生（ひなせ）駅

備前焼作陶体験 （土ひねり）

mtマスキングテープセット

●伊部（いんべ）駅

水戸岡鋭治氏がデザイン監修した人気
の観光船に乗って日生諸島をめぐる約
60分の遊覧クルーズ。日生名産のカキ
の養殖筏を間近に眺めるなど、日生諸
島ならではの島めぐりコースです。

宇野港は、アートな島・直島など瀬戸内海に浮かぶ
島々の玄関口。周辺には廃材を利用したダイナミック
な現代アート作品などが点在しています。写真のJR
宇野駅も、イタリア人作家が手がけたアート作品です。

※運転日時など、詳しくは
JRおでかけネット内の「観
光列車の旅時間」等でご
確認ください。

JR伊部駅3階の備前焼伝統産業会館
では、備前焼作家の先生から指導を受
けて、土ひねり体験もできます。

La Malle de Boisオリジナルマス
キングテープ2種類を含む5本セット
をオリジナルBOXに入れました。
1,100円

備前焼フリーカップ
渡邊琢磨 作
La Malle de Bois限定オリジ
ナル商品です。１つとして同じ
ものはない、備前焼ならでは
の表情をお楽しみください。
3,040円/個

●旅行代金〈JRセットプラン〉
大阪～岡山普通車指定席利用/おとな・お一人様1泊
2日食事なし（ヴィアイン岡山1名1室利用の場合）

https://www.nta.co.jp/akafu/west/rainbow/login.htm
インターネット・電話・日本旅行店頭で申込できます。

津山まなびの
鉄道館

鶴山（かくざん）公園・津山城

鉄道の仕組みや津山の鉄道史が分かる
施設。「旧津山扇形機関車庫」は現存する
扇形車庫の国内２番目の規模を誇り、貴
重な収蔵車両が放射状にずらりと並ぶ姿
が圧巻です。小学生にもわかりやすい展示
で、夏の家族旅行にぴったり。

「日本100名城」「日本さくら名所
100選」に選ばれた津山随一の
景勝地で津山藩藩主の森忠政
が1616年に築城。その後建造
物は壊されましたが、復元された
備中櫓が遺構の石垣の上から
顔を覗かせ優美な印象です。

体験のお申し込みや詳細は、岡山
デスティネーションキャンペーン公式
ホームページにてご確認ください。

７月運行では三原駅まで
延長運転を行い、せとう
ち観光型高速クルー
ザー「SEA SPICA（シー
スピカ）」または観光列車
「etSETOra（エトセトラ）」
を乗り継いで、岡山～広島
を横断する旅をお楽しみ
いただけます。

運行情報運賃など詳細は
公式ホームページにてご確認ください。

6・9月 土・日曜運行

8月 金・土・日曜運行

7月 土・日曜運行

車内アテンダントが、沿線の案内や列車の
旅をサポート。ご乗車のすべてのお客様に、
特製弁当またはスイーツと、沿線のお土産品
を提供し地元の魅力をお届けします。

※列車によって提供する内容が異なります。
※写真はすべてイメージです。

©岡山県観光連盟

お申し込み
はこちら

（のりなはーれ）

巻頭02巻頭 03
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JR西日本グループからのお知らせ

JRW2206 巻頭P.02　A3（420× 297mm）



さ く び さ く ら

７月から３ヵ月間、岡山の魅力をいっぱいに感じる
特別なイベントや体験など盛りだくさん！
旅気分を盛り上げる観光列車に揺られながら、
とっておきの岡山をめぐってみましょう。

　岡山駅を拠点に、

 せとうちを旅するアートな

  観光列車｢La Malle de Bois

（ラ･マル･ド･ボァ）｣が2022年も運行。

宇野方面、尾道方面、日生方面など４方面を走ります。

「岡山デスティネーションキャンペーン」が開催される

 7～9月は運転本数を拡大。

岡山市と津山市を結ぶ、淡いピンクの車体がキュート
な列車。名湯・美作三湯（みまさかさんとう）や緑豊富
な自然が旅心を誘う、岡山県北エリアへ向かいます。

●運行情報
・7月1日（金）～9月30日（金）
・津山線（岡山駅～津山駅間）を運行
・金～月１日２往復（月は定期列車に連絡）
◎詳細は公式ホームページにて

JR西日本グループ連携により、
お得感ある価格を実現した旅のブランド。
お買い物200円クーポンや宿泊施設でのお楽しみ特典付。
ひとり旅・少人数旅行にも対応しています。

●商品設定期間　
　2022年4月～9月
●設定商品
 ・岡山方面（北陸・京阪神・山陽・山陰発）
 ・九州方面（京阪神・山陽・山陰発）
 ・西日本グループホテルズ全方面（グランヴィア、ヴィスキオ、ヴィアイン商品）
　（北陸・京阪神・山陽・山陰・福岡発）

｜とってもhappyになれる！｜

岡山の伝統を感じられる食材豊かな
『岡山ばら寿司』の特製弁当です。

ホテルグランヴィア岡山監修特製弁当
●提供／吾妻寿司
●提供列車／【金・土・日】2号、【月】4号

体の中から美しくをコンセプトに、
一つ星レストランシェフ寺田真紀夫氏が監修。

寺田シェフ監修特製弁当
●提供／Okayama Table TERRA
●提供列車／1号、3号

「フルーツみにたると」で人気のお店STYLEが
手掛ける、オリジナルスイーツセット。

岡山のスイーツセット
●提供／フレッシュタルトのお店 STYLE
●提供列車／【金・土・日】4号、【月】2号

日本刀の産地として栄えた瀬戸内市長船
町にある日本刀を中心に 展示する博物
館です。9月運行時は国宝「太刀 無銘一文字（山鳥毛）」特別展示があり、
長船駅と備前長船刀剣博物館を結ぶ無料シャトルバスが運行されます。

備前長船刀剣博物館／
備前おさふね刀剣の里

●長船（おさふね）駅

NORINAHALLE
ショートクルーズ

●日生（ひなせ）駅

備前焼作陶体験 （土ひねり）

mtマスキングテープセット

●伊部（いんべ）駅

水戸岡鋭治氏がデザイン監修した人気
の観光船に乗って日生諸島をめぐる約
60分の遊覧クルーズ。日生名産のカキ
の養殖筏を間近に眺めるなど、日生諸
島ならではの島めぐりコースです。

宇野港は、アートな島・直島など瀬戸内海に浮かぶ
島々の玄関口。周辺には廃材を利用したダイナミック
な現代アート作品などが点在しています。写真のJR
宇野駅も、イタリア人作家が手がけたアート作品です。

※運転日時など、詳しくは
JRおでかけネット内の「観
光列車の旅時間」等でご
確認ください。

JR伊部駅3階の備前焼伝統産業会館
では、備前焼作家の先生から指導を受
けて、土ひねり体験もできます。

La Malle de Boisオリジナルマス
キングテープ2種類を含む5本セット
をオリジナルBOXに入れました。
1,100円

備前焼フリーカップ
渡邊琢磨 作
La Malle de Bois限定オリジ
ナル商品です。１つとして同じ
ものはない、備前焼ならでは
の表情をお楽しみください。
3,040円/個

●旅行代金〈JRセットプラン〉
大阪～岡山普通車指定席利用/おとな・お一人様1泊
2日食事なし（ヴィアイン岡山1名1室利用の場合）

https://www.nta.co.jp/akafu/west/rainbow/login.htm
インターネット・電話・日本旅行店頭で申込できます。

津山まなびの
鉄道館

鶴山（かくざん）公園・津山城

鉄道の仕組みや津山の鉄道史が分かる
施設。「旧津山扇形機関車庫」は現存する
扇形車庫の国内２番目の規模を誇り、貴
重な収蔵車両が放射状にずらりと並ぶ姿
が圧巻です。小学生にもわかりやすい展示
で、夏の家族旅行にぴったり。

「日本100名城」「日本さくら名所
100選」に選ばれた津山随一の
景勝地で津山藩藩主の森忠政
が1616年に築城。その後建造
物は壊されましたが、復元された
備中櫓が遺構の石垣の上から
顔を覗かせ優美な印象です。

体験のお申し込みや詳細は、岡山
デスティネーションキャンペーン公式
ホームページにてご確認ください。

７月運行では三原駅まで
延長運転を行い、せとう
ち観光型高速クルー
ザー「SEA SPICA（シー
スピカ）」または観光列車
「etSETOra（エトセトラ）」
を乗り継いで、岡山～広島
を横断する旅をお楽しみ
いただけます。

運行情報運賃など詳細は
公式ホームページにてご確認ください。

6・9月 土・日曜運行

8月 金・土・日曜運行

7月 土・日曜運行

車内アテンダントが、沿線の案内や列車の
旅をサポート。ご乗車のすべてのお客様に、
特製弁当またはスイーツと、沿線のお土産品
を提供し地元の魅力をお届けします。

※列車によって提供する内容が異なります。
※写真はすべてイメージです。

©岡山県観光連盟

お申し込み
はこちら

（のりなはーれ）
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女性専用の検診日となっており、女性の医師・看護師・技師のみで健診を行い
女性の皆様がより安心できる環境での受診を目的とした日です。

広島県広島市東区二葉の里3-1-36

2022年8/25（木）、12/22（木）、2023年2/16（木）

人間ドック年に1度は
人間ドック基本コース検査項目

（　　　　　）

　腫瘍マーカー
　胸部X線検査
　心電図検査
　胃部検査※

　腹部超音波
　総合問診（医師診察）

※胃部検査は、胃透視（バリウム）または胃カメラを選択できます。

新型コロナウイルス感染
防止対策のため中止

人間ドックの後はホテルグランヴィア広島もしくはekie広島でごゆっくりランチをお楽しみください♪人間ドックの後はホテルグランヴィア広島もしくはekie広島でごゆっくりランチをお楽しみください♪

“メタボ”、“メタボ”と今までなにかと話題になっていますの
で、改めて説明するまでもないと思いますが、メタボリックシ
ンドロームとは食べ過ぎあるいは運動不足によって内臓脂
肪が蓄積し、血糖・血圧・血清脂質などに悪影響を及ぼして

いる状態のことです。これら動脈硬化の危険因子が重積する
ことによって狭心症・心筋梗塞・脳梗塞などの重大な病気に
なりやすいとされています。

メタボリックシンドロームの治療はまず食事療法、運動療法です。
体重・ウェスト周囲長を基準値まで減少させることが目標ではありません。
3～6か月で体重やウェスト周囲長の3%減をはかることが目標です※1。

　身体測定
　視力・眼底カメラ・眼圧・聴力検査
　血圧検査
　呼吸機能検査
　尿検査、便検査
　血液一般検査

　糖代謝・脂質検査
　肝機能・肝炎検査
　腎機能検査・痛風検査
　胃がんリスク検査
　膵機能検査
　炎症検査

以下に日本におけるメタボリックシンドロームの診断基準について示します。

※1 動脈硬化性疾患の予防のための脂質異常症診療ガイド　2018年版

ウェスト周囲長が基準値を超えていてかつ下記の❶～❸のうち2項目以上が該当する場合、
メタボリックシンドロームと診断されます。

メタボ撃退をめざして頑張ろう！Vol.2まいまい
にちにち

❶血清脂質
中性脂肪が150mg/dl以上 または
HDLコレステロールが40mg/dl未満

❷血圧
収縮期血圧が130mmHg以上 または

拡張期血圧が85mmHg以上

❸血糖

空腹時の血糖が110mg/dl以上

人間ドックをご受診された方へランチチケットをプレゼント♪ココが
うれしい！

受診をを しよう！！しよう！！

内臓脂肪の蓄積 ウェスト周囲長 ・男性 85cm以上 ・女性 90cm以上

082-262-1400 082-262-1490 （平日9:00～16:00） FAX健診センター TEL

医療法人 JR広島病院
お申し込み・お問い合わせはコチラ

巻頭04

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2206 巻頭P.04　A3（420× 297mm）



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

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
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

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！

特典

1
特典

1
J-WESTポイントが2倍

｜J-WESTゴールドカードの特典｜

JR（新幹線や特急など）やショッピングのご利用でたまる
J-WESTポイントが、J-WESTカードの2倍たまります。

特典

2
特典

2
豊富な特典・サービス
山陽新幹線や旅先などでお得で便利な特典サービスを
ご用意しています。

特典

3
特典

3
限定ポイント交換商品
たまったJ-WESTポイントで交換できる商品に、J-WEST
ゴールドカード会員様限定のオリジナル商品などを
ご用意しています。https://www.jr-odekake.net/j-west/gold

詳細およびお申し込みは下記ホームページへ

J-WESTカード たまる 検 索詳しくは

巻末 01

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2206 巻末P.01



中国山地から瀬戸内海まで豊かな自然に恵まれた岡山・備後エリアで、
素材力、技術力、そしてこの地に生きる企業・人とともに新しい価値を

見出し開発した商品です。

岡山県北東部、勝英地域でとれる大粒で艶やかな黒
大豆。素材の味を生かしてほんのり甘く柔らかく仕上
げました。「作州黒」の豊かな風味と味わいの豆菓子
をお楽しみいただけます。

せとうちのおいしいシリーズ

果物王国と称される岡山県では、古くからぶどうの生産
が盛んです。シャインマスカットは上品な香りと甘みがあ
り皮ごと食べられるのが特徴。岡山県で大切に育てら
れたシャインマスカットで作ったチューハイです。華やか
な香りと甘みをお楽しみください。

旨味が詰まった岡山県産海苔を100%使用し、特製
のころもでサクサクに揚げた「岡山海苔天 わさび
味」。ツンとくる辛さと爽やかなわさびの香りは、日本酒
やビールとも相性抜群。栄養バランスに優れた岡山の
海苔をたっぷりと使用した風味豊かな逸品です。

くだもの王国岡山の、夏を代表する高級フ
ルーツ「白桃」。岡山県産の白桃は、白く上品
な甘さに仕上げるため、1玉ずつ袋掛けを行
い栽培されています。初夏から晩夏にかけて
旬を迎える岡山県産の白桃果汁を使用し、
ほんのり甘くやさしい味に仕上げました。

岡山育ちの白桃アイスバーは、シーズン
前半に旬を迎える上品な香りと甘さが特徴
の岡山県産「白鳳」を使用したアイスを、やさ
しく爽やかなミルクアイスで包み込んだ
2層タイプのこだわりのアイス
バーです。

378円
216円

岡山海苔天 わさび味

165円

岡山育ちの
白桃ジュース

260円（予定）

岡山育ちの白桃アイスバー

198円

岡山シャインマスカット
CHU-HI

ほんのり甘く柔らかい
作州黒
さくしゅうぐろ

岡山・備後エリアの「いいもの」を見つけだし、
さまざまな活動を通してその魅力を国内外に発信しています！
右記公式ホームページをぜひご覧ください。

尾道のレンガ坂をイメージしたチョコレート菓子。
因島特産のはっさくピールを使用し、オレンジ風味を加えた濃厚な

ブラックココアのチョコレート生地でしっとりと焼成。
ほろ苦い濃厚な味わいが口の中に広がります。

オカヤマ バターサンド ウィズ キビダンゴ

岡山の人気駅弁の「桃太郎の祭ずし」をイメージして
「できたてのおいしさ」をそのまま急速に冷凍した駅弁です。
※冷凍駅弁のため、解凍後お召し上がりいただけます。

晴れの国 祭ずし

広島県産レモンと岡山県産ジンジャーを
使用した自社製造のティーバッグ。
パッケージなど製造から飲用後まで
SDGs達成にも取り組んでいます。

GINGER LEMON
ジンジャーレモン

倉敷の特産品であるデニムや帆布、畳縁、真田紐を使ったブックカバー。
デニム製品を作る際に出る端切れを利用したオンリーワンの製品です。
お気に入りの本にデニムブックカバーをかけて、列車の旅のおともに。

くらしきの本着（デニムブックカバー）
ほんき

倉敷の老舗洋菓子店の人気商品「レーズンバターサンド」に、岡山土産として知名度
の高い「きびだんご」をはさんだ新感覚のお菓子。サクサクのサブレ生地にたっぷりの
レーズン、ふんわりとしたバタークリームと、もちもち食感のきびだんごが見事にマッチ。
インパクトだけでなく確かな味のクオリティを兼ね備えた、新しい岡山土産です。

OKAYAMA BUTTERSAND with KIBIDANGO

特別賞BEST

Omiyage GP

特別賞BEST

Omiyage GP

黄にらえび煎餅

特別賞BEST

Omiyage GP

岡山県産の黄にらを使用したえびせんべい。およ
そ150年の歴史ある岡山の黄にら。地域の生産者
が手間と時間をかけて大切に育てられた素材を
使った魅力あるせんべいをご賞味ください。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

ご購入は
こちら！

準グランプリNO.2
Omiyage GP

準グランプリNO.2
Omiyage GP

イメージ

イメージ

尾道レンガ坂八朔ショコラ
はっさく

本年3月に開催された「第2回

地域を届ける。せとうちおみやげ

グランプリ」の受賞商品が岡山・

倉敷・福山・尾道各駅おみやげ

街道店舗（一部除く）で7月発

売決定。せとうちの今を感じる

ラインナップです。

グランプリNO.1
Omiyage GP

▲内側

▲バリエーション

地域を届ける。せとうちおみやげグランプリとは
瀬戸内エリアの新たなお土産開発による地域の魅力向上を目指し、
2019年に第1回が開催されたジェイアールサービスネット岡山の取り組みです。
品質やおいしさはもちろん、ストーリー性や新しさなどを基準に審査が行われました。
岡山駅ナカお土産ネットショップでも7月より販売開始！

お問い合わせ

巻末02巻末 03

JRW2206 巻頭P.03

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2206 巻末P.02　A3（420× 297mm）



中国山地から瀬戸内海まで豊かな自然に恵まれた岡山・備後エリアで、
素材力、技術力、そしてこの地に生きる企業・人とともに新しい価値を

見出し開発した商品です。

岡山県北東部、勝英地域でとれる大粒で艶やかな黒
大豆。素材の味を生かしてほんのり甘く柔らかく仕上
げました。「作州黒」の豊かな風味と味わいの豆菓子
をお楽しみいただけます。

せとうちのおいしいシリーズ

果物王国と称される岡山県では、古くからぶどうの生産
が盛んです。シャインマスカットは上品な香りと甘みがあ
り皮ごと食べられるのが特徴。岡山県で大切に育てら
れたシャインマスカットで作ったチューハイです。華やか
な香りと甘みをお楽しみください。

旨味が詰まった岡山県産海苔を100%使用し、特製
のころもでサクサクに揚げた「岡山海苔天 わさび
味」。ツンとくる辛さと爽やかなわさびの香りは、日本酒
やビールとも相性抜群。栄養バランスに優れた岡山の
海苔をたっぷりと使用した風味豊かな逸品です。

くだもの王国岡山の、夏を代表する高級フ
ルーツ「白桃」。岡山県産の白桃は、白く上品
な甘さに仕上げるため、1玉ずつ袋掛けを行
い栽培されています。初夏から晩夏にかけて
旬を迎える岡山県産の白桃果汁を使用し、
ほんのり甘くやさしい味に仕上げました。

岡山育ちの白桃アイスバーは、シーズン
前半に旬を迎える上品な香りと甘さが特徴
の岡山県産「白鳳」を使用したアイスを、やさ
しく爽やかなミルクアイスで包み込んだ
2層タイプのこだわりのアイス
バーです。

378円
216円

岡山海苔天 わさび味

165円

岡山育ちの
白桃ジュース

260円（予定）

岡山育ちの白桃アイスバー

198円

岡山シャインマスカット
CHU-HI

ほんのり甘く柔らかい
作州黒
さくしゅうぐろ

岡山・備後エリアの「いいもの」を見つけだし、
さまざまな活動を通してその魅力を国内外に発信しています！
右記公式ホームページをぜひご覧ください。

尾道のレンガ坂をイメージしたチョコレート菓子。
因島特産のはっさくピールを使用し、オレンジ風味を加えた濃厚な

ブラックココアのチョコレート生地でしっとりと焼成。
ほろ苦い濃厚な味わいが口の中に広がります。

オカヤマ バターサンド ウィズ キビダンゴ

岡山の人気駅弁の「桃太郎の祭ずし」をイメージして
「できたてのおいしさ」をそのまま急速に冷凍した駅弁です。
※冷凍駅弁のため、解凍後お召し上がりいただけます。

晴れの国 祭ずし

広島県産レモンと岡山県産ジンジャーを
使用した自社製造のティーバッグ。
パッケージなど製造から飲用後まで
SDGs達成にも取り組んでいます。

GINGER LEMON
ジンジャーレモン

倉敷の特産品であるデニムや帆布、畳縁、真田紐を使ったブックカバー。
デニム製品を作る際に出る端切れを利用したオンリーワンの製品です。
お気に入りの本にデニムブックカバーをかけて、列車の旅のおともに。

くらしきの本着（デニムブックカバー）
ほんき

倉敷の老舗洋菓子店の人気商品「レーズンバターサンド」に、岡山土産として知名度
の高い「きびだんご」をはさんだ新感覚のお菓子。サクサクのサブレ生地にたっぷりの
レーズン、ふんわりとしたバタークリームと、もちもち食感のきびだんごが見事にマッチ。
インパクトだけでなく確かな味のクオリティを兼ね備えた、新しい岡山土産です。

OKAYAMA BUTTERSAND with KIBIDANGO

特別賞BEST

Omiyage GP

特別賞BEST

Omiyage GP

黄にらえび煎餅

特別賞BEST

Omiyage GP

岡山県産の黄にらを使用したえびせんべい。およ
そ150年の歴史ある岡山の黄にら。地域の生産者
が手間と時間をかけて大切に育てられた素材を
使った魅力あるせんべいをご賞味ください。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

ご購入は
こちら！

準グランプリNO.2
Omiyage GP

準グランプリNO.2
Omiyage GP

イメージ

イメージ

尾道レンガ坂八朔ショコラ
はっさく

本年3月に開催された「第2回

地域を届ける。せとうちおみやげ

グランプリ」の受賞商品が岡山・

倉敷・福山・尾道各駅おみやげ

街道店舗（一部除く）で7月発

売決定。せとうちの今を感じる

ラインナップです。

グランプリNO.1
Omiyage GP

▲内側

▲バリエーション

地域を届ける。せとうちおみやげグランプリとは
瀬戸内エリアの新たなお土産開発による地域の魅力向上を目指し、
2019年に第1回が開催されたジェイアールサービスネット岡山の取り組みです。
品質やおいしさはもちろん、ストーリー性や新しさなどを基準に審査が行われました。
岡山駅ナカお土産ネットショップでも7月より販売開始！

お問い合わせ

巻末02巻末 03

JRW2206 巻頭P.03

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2206 巻末P.02　A3（420× 297mm）
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株式会社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

本誌巻末02-03でご紹介しましたサービスネット岡山様が取り扱う商品

ジェイアールウエスト倶楽部事務局 TEL 06-6195-5820 E-mail  jrwestclub@jrwelnet.com
●お問い合わせ先

を15名様にプレゼントを15名様にプレゼント

今号6月号では今号6月号では

応募はメールの件名に「6月号プレゼントキャンペーン」、
本文に①～④の項目を記入し下記アドレスまでメールを送信してください。

応募方法

6月20日（月）～8月21日（日）応募期間

jrwestclub-present@jrwelnet.com応募メールアドレス

①お名前／②ご住所／③電話番号／
④ジェイアールウエスト倶楽部をご利用されている皆さまの声をお聞かせください。

・当選者には、応募いただいたメールアドレス宛に当選のご案内をさせていただきます。

・ご記入内容に不備がある場合は、無効とさせていただきますので、必ず①～④までの項目をご記入ください。
・応募の際にご提出いただきました個人情報につきましては、
 株式会社ジェイアール西日本ウェルネットがプレゼントキャンペーンにのみ使用いたします。
・お寄せいただいたお声をHPへ掲載させていただく場合がございます。

中身は届いてからのお楽しみ♪

「せとうちお土産セレクションなどの詰め合わせ」「せとうちお土産セレクションなどの詰め合わせ」

2022
年度

2022
年度

2022
年度

2022
年度

※状況により、営業時間や告知内容等が変更になる場合がございます。 ※当商品は、Mypage内の利用実績に「ギフトコード」が表示されます。 ※ご登録いただいたメールアドレスにも配信されます。
※チケット等の郵送はございません。 ※メール受信設定制限を必ずご確認ください。 ※再発行・キャンセル等はできかねますのであらかじめご了承ください。
※ご購入方法はクレジットカード決済のみとなります。 ※ご利用方法の詳細は会員専用サイトをご確認ください。

※ご登録いただいた
　メールアドレスにも
　配信されます。

申込No.5023903 【コード配信】TOHOシネマズ TCチケット 一般 1,900円 ▶ 1,400円〈配信時間〉24時間後

申込No.5024036 【コード配信】イオンシネマ映画鑑賞券 一般 1,800円 ▶ 1,300円〈配信時間〉24時間後

申込No.5024035 【コード配信】109シネマズ＆ムービルチケット 一般 1,900円 ▶ 1,400円〈配信時間〉24時間後

申込No.5036293 【コード配信】T・ジョイ劇場専用シネマチケット 一般 1,800～1,900円 ▶ 1,300円〈配信時間〉24時間後

会
員
特
典

利
用
方
法

1 2 Mypage内の利用実績に
「ギフトコード」が
表示されます。　

3 各対象劇場の公式ホーム
ページにてご希望の劇場と
作品、座席を予約
券種選択の際に
「ギフトコード」を入力

4 ご利用当日、予約し
た劇場の発券機で
映画チケットを発券

会員専用サイトにて

「申込No.」もしくは
「サービス（劇場）名」
で検索し
「ギフトコード」を購入

窓口に並ぶ
必要なし

映画鑑賞を
ENJOY♪

「ギフトコ
ード

配信」なら…
「ギフトコ

ード

配信」なら… 劇場ホームページより
“観たい映画”の
座席予約
可能

チケットの
郵送を待つ
必要なし

POINT

POINT

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

あなたのスマホが
映画チケットに！

便利さ
UP!!

チケットレスで
映画を観よう!

巻末04

ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ

JRW2206 巻末P.04　A3（420× 297mm）


