
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
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表示！！

すぐ
3 3

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！

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 （山形県蔵王　樹氷）

JR West Club Useful News2017 Vol.05 ［冬だより］

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（株）ジェイアール西日本ファッショングッズ

エンタメチケット特別優待 巻末 P.01● 

宿泊補助キャンペーンなど 

旅行 映画 ショッピング

今すぐ使いたいおトクなクーポン！

全国1,132店舗で使える！ 全国577店舗で使える！

2018年のお年玉！「国内の宿」目玉企画

1泊
なんと2,018円の

お宿



JR西
日本グループ会社の

おトクな情報おトクな情報 お得な情報・イベントの
ご案内

https://www.jfg-inc.com/

化粧品・アクセサリー・服飾雑貨等を
販売している全国の直営店舗で

お得な割引サービスが受けられます

10％OFF10％OFF

JFG

ご精算前にレジスタッフへ
『ジェイアールウエスト倶楽部会員証（Relo Clubカード）』をご提示いただいた方に

※Relo Clubアプリの「携帯会員証」でもOK

※セール商品・送料・ギフトBOX代等は対象外です。

クリスマス
5日連続

WポイントWポイント
キャンペーン！キャンペーン！

12/20［Wed］～12/24［Sun］

12月末からウインターセールもスタート！
最新情報・店舗の場所・取扱いアイテムは
当社ホームページをチェック！

ポイントカードは
即日発行！

発行手数料・年会費無料の
お得なカード♪

株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズから
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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ファッショングッズ

からのお知らせ



会報誌8月号からスタートした「特別ご優待案内（※巻末01）」ですが、
ホームページ限定の特別ご優待案内がスタートしました！
普段は手に入らないような
人気公演のチケットも買えちゃうかも…！？
この特別ご優待案内については会報誌には掲載されませんので、
ホームページをぜひチェックしてみてくださいね！ ジェイアール西日本ウェルネットが運営する

「ジェイアールウエスト倶楽部」のHPにアクセスして上のバナーをクリック！
アクセス方法は巻末へ→

ホームページ限定！特別ご優待案内がスタート！ホームページ限定！特別ご優待案内がスタート！
CHEC

K!
CHEC

K!

※ホームページ限定公演は不定期のご案内になりますので
　その都度担当者さまを通じてお知らせいたします。

全　国 ガソリンスタンド 福利厚生給油カード
全　国 資格・語学・趣味 NHKカルチャー

大　阪 居酒屋・バー 世界のビール博物館 グランフロント大阪店
福　岡 日帰り湯 宗像王丸・天然温泉 やまつばさ

エリア別
人気メニュー

おススメ！おススメ！

※掲載の特典・料金は一例です。詳細は会員専用サイトにて「サービス名」で検索してご確認ください。

（2017年4月～9月 ※当クラブ調べ ※期間限定プランについては一部終了している場合もございます。）（2017年4月～9月 ※当クラブ調べ ※期間限定プランについては一部終了している場合もございます。）
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ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ



ゴダイゴ 
with premium strings&choir
- THE GREAT JOURNEY 2018 -

ゴダイゴ 
with premium strings&choir
- THE GREAT JOURNEY 2018 -

林英哲
新春コンサートスペシャル2018

林英哲
新春コンサートスペシャル2018

■出演：山川豊／藤野とし恵／
　　　　田川寿美／水森かおり／
　　　　氷川きよし／椎名佐千子／
　　　　岩佐美咲／はやぶさ
■司会 : 西寄ひがし

「長良グループ･演歌まつり」
でしか観ることができない
豪華演歌の祭典です。

■出演：林英哲／
　　　　英哲風雲の会（上田秀一郎、
　　　　はせみきた、田代誠、辻祐 他）
■スペシャルゲスト：
　山下洋輔（ジャズピアニスト）

かつての日本の伝統にはなかった
テクニックと多種多様な
太鼓群を用いた独自奏法の創作など
オリジナルな太鼓表現を築く
林英哲の新春コンサート！

ゴダイゴのフルメンバー、スペシャルストリングス＆クワイヤ―による
ダイナミックなサウンドがザ･シンフォニーホールの空間に降り注ぐ。

http://r-t.jp/jrwelnet
QRコードでの読取はこちら

受付は
12/11
より開始！

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
指定
　8,800円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

8,500円8,500円2018/1/27（土）15:30
ザ･シンフォニーホール

日時

会場

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
全席指定
　7,500円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

7,000円7,000円2018/1/3（水）13:00
森ノ宮ピロティホール

日時

会場

2018/1/13（土）14:00
ＯＢＰ円形ホール

日時

会場

フォレスタコンサート 
in 大阪

フォレスタコンサート 
in 大阪

ＢＳ日テレの人気歌番組「ＢＳ日本･こころの歌」でおなじみの
コーラスグループ「フォレスタ」の大阪公演が決定！

「フォレスタ」メンバーも２名出演！
大阪城のしらべで癒されませんか。

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
S席
　6,500円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

6,000円6,000円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
S席
　9,500円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

9,000円9,000円

2018/1/30（火）、31（水）
14:30
フェスティバルホール

日時

会場

2018/1/6（土）、7（日）
17:00
森ノ宮ピロティホール

日時

会場

2018/3/3（土）
11:00／15:30
フェスティバルホール

日時

会場

シアターコクーン・オンレパートリー2017
「欲望という名の電車」

シアターコクーン・オンレパートリー2017
「欲望という名の電車」

■作：テネシー･ウィリアムズ
■演出：フィリップ･ブリーン 
■翻訳：小田島恒志
■出演：大竹しのぶ／北村一輝／鈴木杏／藤岡正明／小路勇介／
　　　　粟野史浩／真那胡敬二／西尾まり ほか

■出演：今井俊輔 （バリトン）／榛葉樹人 （テノール）／
 ロザーリア･ブシェーミ（ソプラノ）／
 アヴォス･ピアノ･カルテット

今なお世界中で
上演され続けている
この『欲望という名の電車』が、
2002年の蜷川幸雄演出以来、
実に15年ぶりに登場。

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
全席指定
　11,000円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

10,500円10,500円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
Ｓ席
 10,000円▶

※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可
9,500円9,500円

ご購入はこちらから！ご購入はこちらから！

非破壊検査創立60周年記念

新春クラシック「大阪城のしらべ」
非破壊検査創立60周年記念

新春クラシック「大阪城のしらべ」
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注目！

―  ―

…

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

使って

 よかった！

株式会社ジェイアール西日本テクノス
兵庫県　匿名（30代 女性）

簡単！会員証提示

満足度 ★★★★★

■利用した施設・店名：好日山荘

■利用した施設・店の場所：大阪

■利用方法：会員証

会員証を見せるだけで、

その場ですぐに割引を受けられたので、　

とても簡単でよかったです。

見せるだけのサービスがもっと増えると

より使いやすくなると思いました。

使って

 よかった！

おトクにグルメ♪

満足度 ★★★★☆

■利用した施設・店名：

  Bisou （ヴィス）

■利用した施設・店の場所：大阪

■誰と利用したか：同僚

■利用方法：会員専用サイト

一休 .com から申し込みをしました。

美味しい料理をリーズナブルにいただけて、

楽しい時間を過ごすことができました。

株式会社
ジェイアール西日本テクノス
兵庫県　匿名希望（30代 女性）

使って

 よかった！

株式会社ジェイアール西日本テクノス
兵庫県　K/U （60代 男性）

家族と
九州旅行を満喫！

満足度 ★★★★☆

■利用した施設・店名：

　①和多屋別館 （武雄温泉）　

　②ウォーターマークホテル長崎ハウステンボス

■利用した施設・店の場所：①佐賀県　②長崎県

■誰と利用したか：①夫婦　②家族

■利用方法：直接申込

①和多屋別館は、温泉は最高でしたが

食事は冷たい物が多かったです。

また、旅館自体が古く迷路のような作りで

部屋に帰るのにストレートに帰れず

残念な部分もありました。

②ウォーターマークホテルは、

気品があり食事もバイキングでしたが美味しかったです。

部屋もゆったり広々とした空間で満足しました。

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！

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 【4月号～春だより～の場合】
掲載期間：2018年４月下旬（配付）～2018年6月末日

4月号～春だより～

2018年1月5日～

1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
2018年3月9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

STEP 3

wel11841パスワード

wjrwID

STEP 2

JRウェルネット

STEP 1

URL：https://www.jrwelnet.co.jp/westclub/

プチ

活用術！
脱メタボお祝い制度

Vol.1

今月から始まりました「プチ活用術！」のコーナーです！このコーナー
では利用者の皆さまに役立つ活用術やサービスをちょこっとだけお教
えいたします♪ぜひ今後の活用に役立ててください！
今月はお祝い制度の一つである「脱メタボお祝い制度」のご紹介です。

ぜひチャレンジしてみてくださいね♪

10,000円相当の
カタログギフトプレゼント

対　象

福利厚生倶楽部が提携しているスポーツクラブを
2017年 4月 1日～ 2018年 3月 31日に利用開始し、

3か月で 10kg の減量に成功された方 ※ 2親等内

制度特典

詳しくはコチラ▶▶▶

「使ってよかった！」は
会員の皆さまからいただいたリアルな情報を
掲載しています。情報は随時募集中です！
詳しくはウェルネットが運営する
ジェイアールウエスト倶楽部の
ホームページをご覧ください♪
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ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ


