
使い方カンタン
2ステップ

❷アプリにログイン
● IDとパスワードは1回の入力でOK　● 2回目以降ログイン不要

App
Store

Google
PlayTM

App StoreまたはGoogle PlayTMで　　　　　　　　　⇒インストール
❶アプリをインストール

リロクラブ 検索

会員証を
すぐ
3 3

表示！！

すぐ
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使える。家族も使える

すぐ
3 3

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！

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 （青森県　紅葉の蔦沼）

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● 巻頭 P.01Crostaのキャリーサービス

リラックス・ステーションからのご案内 巻頭 P.02● 

JR West Club Useful News2017 Vol.04 ［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

宿泊補助キャンペーンなど 

旅行 映画 ショッピング

全国約1,250店舗で使える！
店舗数世界No.1のカレーレストランチェーン！
ココイチならメニューも楽しみ方もいろいろ！

国内宿泊予約が
パワーアップ
大手ホテルサイト
と新規提携



JR西
日本グループ会社の

おトクな情報おトクな情報
株式会社ジェイアール西日本マルニックスから

お得なキャリーサービスの
ご案内

手ぶらで京都観光しませんか？

ジェイアールウエスト倶楽部会員価格

荷物受取場所：JR関西空港駅改札内
（詳しくはジェイアールウエスト倶楽部のHPで）

関西
空港駅

新大阪駅
京都駅

３か所とも一律

でお預かりいたします。

2,000円→1,900円1,900円

700円／日（個）700円／日（個）

※取扱いホテルはカウンターでお尋ねください

利用方法：会員証を提示することで割引価格にてご利用いただけます。
取扱いできないもの： ●１個の長さが２メートル、重さが３０kgを超えるもの
 ●高価品・貴重品・精密機器（パソコン、デジカメ、タブレット等）
 ●こわれやすいもの、動物、危険物、腐敗しやすいもの
 ●飲料水やペットボトルなど液体が容器に入っているもの
 ●その他係員が取扱い上支障があると認めたもの

キャリーサービスおよび一時預かりサービスについての
お問い合わせは下記までご連絡ください。
なお、ジェイアールウエスト倶楽部のＨＰでもご紹介していますので、
そちらもご覧ください。（アクセス方法は巻末をチェック！）

の

京都
営業時間 8：00～20：00

TEL 075-352-5437

注
意
事
項

チェックイン前に「観光や買物をしたい。けど、重～い荷物がジャマ！」。

帰る日は、先に駅や空港に荷物を預けてから観光や買物に行きたい。でも移動が大変。

そんな問題を解決してくれるのが「Crosta」のキャリーサービス。
駅・空港と京都市内のホテル間をアナタに代わって、荷物を運ぶサービスです。

関西空港駅 京都市内ホテル

Delivery

Delivery

関西空港駅
8:00～14:00に

お預け

関西空港駅
16:00～20:00に

受取り

京都市内ホテル
20:30に
お届け

京都市内ホテル
～10:00までに
お預け

荷物受取場所：JR京都駅地下中央口
（詳しくはジェイアールウエスト倶楽部のHPで）

ジェイアールウエスト倶楽部会員価格

750円→ 650円650円

※取扱いホテルはカウンターでお尋ねください

JR京都駅 京都市内ホテル

Delivery

Delivery

JR京都駅
8:00～14:00に

お預け

京都市内ホテル
17:00に
お届け

京都市内ホテル
～10:00までに
お預け

JR京都駅
14:00～20:00に

受取り

手荷物一時預かりサービスも行っています！

crosta 京都

キャリーサービスキャリーサービス

当日配送 当日配送

ルート1 ルート2

Crosta窓口で
会員証を提示

利用方法
2017年
12月末日
まで

期間限定

Crosta窓口で
会員証を提示

利用方法
2017年
12月末日
まで

期間限定

（翌日8：00～20：00受取も可能）

01巻頭

ジェイアールウエスト倶楽部
株式会社ジェイアール西日本マルニックス

からのお知らせ



JR西
日本グループ会社の

おトクな情報おトクな情報 マッサージサービスの
ご案内

から

～疲れた体を癒します～

JR西日本あいウィルでは、JR西日本及び、

JR西日本グループ会社の皆さまの健康維持・増進を目的として、

リラックス・ステーションを運営しております。

あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格を持った視覚障がい者が

マッサージを提供いたします。

■ご利用料金：60分コース／ 1,000 円 
■営 業 時 間：月曜～金曜 10：00～20：00
 土曜 10：00～18：00
 ※日・祝は休日

本社店（JR西日本本社ビル内）のみ、
■ご利用料金：30分コース／ 500円
■営 業 時 間：月曜～金曜 9：15～17：30

ご来店いただいた
ジェイアールウエスト倶楽部会員の皆さまに
粗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会員特典

明石市小久保 2丁目 7-20
（JR 西明石駅構内 東口改札出てすぐ）
TEL：078-924-1660

JR 西日本本社ビル 13F 和室（健康相談室手前）
TEL：080-2541-9523

広島市東区二葉の里 3-8-21 JR 西日本広島支社 1F
TEL：082-261-6808

岡山駅東側高架下 2階
TEL：086-224-8011

大阪市北区梅田三丁目 2番 116号  
（JR 大阪駅より徒歩 7分 大阪駅社員食堂内）
TEL：06-6342-6337 

京都市南区西九条北ノ内町 5番地 5 
JR 西日本京都支社 健康診断会場 1階
（JR京都駅より徒歩 7分 JR 西日本京都支社ビル前）
TEL：075-661-0253

大阪市天王寺区悲田院町 10－67
（JR 天王寺駅より徒歩 3分 旧 天王寺車掌区食堂）
TEL：06-6624-5031

※予約方法につきましては、リラックス・ステーション各店舗へ直接お問い合わせいただき
 【ジェイアールウエスト倶楽部の会報誌を見た】とお伝えください。

リラックス・ステーションの詳細や各店舗のマップ等は、ジェイアールウエスト倶楽部の

ホームページで掲載しています♪アクセス方法は巻末をチェック！→

ご予約・お問い合わせ

大阪 西明石

JR本社

広島

岡山

京都

天王寺

02 巻頭

ジェイアールウエスト倶楽部
株式会社JR西日本あいウィル

からのお知らせ



受付は
10/23
より開始！

DRUM TAO
「ドラムロック 疾風」
DRUM TAO
「ドラムロック 疾風」

古澤巌×ベルリン･フィルハーモニー
ヴィルトゥオーソ’のクリスマス
古澤巌×ベルリン･フィルハーモニー
ヴィルトゥオーソ’のクリスマス

立川談春　
独演会「芝浜」
立川談春　
独演会「芝浜」

伝統楽器で世界中を魅了するエンターテイメント集団。
「和太鼓」の日本伝統芸能と映像テクノロジーを融合した
THE 日本エンターテイメント！

今最もチケットの取れない落語家、立川談春の独演会。
年の瀬は「芝浜」で決まり。

写真：鈴木 心

～世界最高峰の夢をお届けします～
数々の名曲で綴る最高級のクリスマス。
特別な夜を、特別な音楽で、思いっきり贅沢にすごしませんか。

■出演：古澤巌／ベルリン・フィルハーモニー ヴィルトゥオーソ'
≪演奏予定曲目≫ マリーノのコンツェルト／Mr.Lonly／クリスマスソング
 Have yourself a merry little Christmas　他
 ※演奏予定曲目は予告なく変更となる可能性がございます。

11月25日（土）13：00／17：00
11月26日（日）13：00
森ノ宮ピロティホール

ご購入はこちらから！
http://r-t.jp/drum-tao-jr

QRコードでの
読取はこちら

ご購入はこちらから！
http://r-t.jp/furusawa-berlinphil-jr

QRコードでの
読取はこちら

ご購入はこちらから！
http://r-t.jp/dansyun-jr

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

Ｓ席　5,400円→5,200円5,200円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格

Ｓ席　6,500円→6,300円6,300円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格

全席指定　7,800円→
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

7,500円7,500円

受付は
10/23
より開始！

日時

会場

12月11日（月）19：00
ザ･シンフォニーホール

日時

会場

12月28日（木）18：30
フェスティバルホール

日時

会場

受付は
10/23
より開始！

※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

こちらに掲載している公演のほかに
も、事務局が運営しているジェイ
アールウエスト倶楽部のホームペー
ジでも特別ご優待案内を掲載してい
ますので、ぜひご利用ください♪

アクセス方法は次ページをチェック！→

※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

Check
!

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★ 丸池

― 編集後記 ―
もうすっかり秋が深まってきましたね。秋といえば、

皆さまそれぞれの「○○の秋」があると思います。「食

欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」…どんな秋を

楽しまれていますか？

ジェイアールウエスト倶楽部の多彩なメニューの

中にも「○○の秋」を楽しめるものはたくさんありま

すので、どんどん利用して秋をよりお得に、より有

意義に楽しみましょう！

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

アクセス方法のご案内

使って

 よかった！

実用的なものも  
お得に買い物 ！

満足度 ★★★★☆

■利用した施設・店名：

  サイクルベース あさひ

■利用した施設・店の場所：京都市

■誰と利用したか：本人

■利用方法：会員証

京都市内への引越しを機に

自転車を購入しました。

ちょうどジェイアールウエスト倶楽部を

使い始めたばかりで、5% の割引があると知り

早速利用しました。

趣味の寺社巡りや、

町家を改装したオシャレなカフェ巡り等、

大好きな京都を満喫するのに

自転車が大活躍しています。

株式会社ジェイアール西日本
マルニックス
京都府 

岩﨑 彩乃さん
（20 代 女性）

使って

 よかった！

株式会社JR西日本
あいウィル
A. Mさん

（20代 女性）

思わぬところで
お得なサービスを
受けられました ！

満足度 ★★★★☆

■利用した施設・店名：

　お酒喫茶 酒泉館

■利用した施設・店の場所：広島

■誰と利用したか：社員

■利用方法：画面表示クーポン

提携店を調べていかなくても、アプリのマップを

使用して店舗が探せるので便利です。

社員旅行で訪れた西条酒蔵通りの酒泉館では、

たまたまリロクラブのマークが

掲示されていたので、

みんなで仲良くおまんじゅうをいただきました。

思わぬところで利用できるとお得感 UP ですね。

使って

 よかった！

このコーナーで紹介した商品や利

用方法については、ジェイアール

ウエスト倶楽部のホームページで

もご紹介しておりますので、ぜひ

ご覧ください♪

アクセス方法は下記をチェック！

ジェイアール西日本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！
利用者さまから担当者さままで、役立つ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♪

皆さまの会社のお得な情報を
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！

エリア別
おトク情報

社内周知用の
基礎情報資料

活用講座の
ご案内資料

会報誌用
各種

フォーマット
etc...

会報誌
最新号

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 【2月号～早春だより～の場合】
掲載期間：2018年2月下旬（配付）～2018年4月末日

2月号～早春だより～

2017年11月1日～

11月20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
2018年1月10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。

ジェイアールウエスト倶楽部の

担当者さま向け

利用者さま向け

02 巻末

ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ


