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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

五万石千里山荘（富山県・富山市）

JR West Club Useful News2018 Vol.07 ［春だより］

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.01千里山荘からお得な宿泊とお食事のご案内

エンタメチケット特別ご優待案内 他 巻末 P.01● 

宿泊補助キャンペーン

旅行 映画 ショッピング

トラベル大充実！
お得＆便利

今すぐ使いたいおトクなクーポン！

など



巻頭 01

ジェイアールウエスト倶楽部ジェイアールウエスト倶楽部
株式会社五万石千里山荘

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 お得な宿泊とお食事のご案内

日本庭園に佇む合掌造りの千里山荘は、

庭園からは立山連峰の眺望ひらけ、

四季の味わいとともに寛いでいただけます。

まさに一望にして富山平野を見渡すような緑の山里に息づく

「千里山荘」。

日本庭園に佇む合掌造りの千里山荘は、

庭園からは立山連峰の眺望ひらけ、

四季の味わいとともに寛いでいただけます。

まさに一望にして富山平野を見渡すような緑の山里に息づく

「千里山荘」。

◆ やすらぎの原点を伝える合掌造りで富山の旬の山海の幸をお楽しみください。
◆ 五万石千里山荘夜外観

◆ 常楽亭

◆「萩亭」外観

◆「萩亭」ベッドルーム

千里山荘では、
１日１組限定！立山連峰を一望できる貸切宿「萩亭」や

お座敷でゆったり楽しめる
山海の旬の食材を使用したお食事をご提供しています。

ご家族連れやお仲間でのご宿泊やお食事会、 
お世話になった方へのおもてなしなど、
さまざまな集いにお応えいたします。

◆ 緑に包まれた別邸1棟を
貸切！豪華なお料理と贅
沢空間で非日常をお楽し
みください。

◆ 最大１０名様まで宿泊が可
能。宿泊者様限定の千里山
荘の豪華和創会席もご用意
しております。

ジェイアールウエスト倶楽部会員特典
その1：ご飲食料金     5%OFF
その2：ご宿泊料金  10%OFF

株式会社五万石千里山荘
〒939-2622 富山市婦中町千里5866
TEL:(076)469-2900
URL:http://chisatosansou.co.jp/index.php

※特定日（ＧＷ・お盆・おわら風の盆8/20~9/3）の宿泊料金については
　直接お問い合わせください。

期間限定  平成30年4月19日～平成31年3月31日まで

から

<利用方法>
下記お電話番号へ直接お申し込みください。お電話の際に「ジェイアールウエスト倶楽部
会員である旨」をお伝えし、ご来店時に会員証をご提示ください。

近隣のゴルフ場へ
お車で15分

ゴルフも
楽しめます！



巻頭02

ジェイアールウエスト倶楽部ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ

1st

!!!!

ＪＲ西日本グループ専用の福利厚生制度であるジェイアールウエスト倶楽部が1周年を迎えました！
より一層充実したサービスをご提供できるよう励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

（株）ジェイアール西日本フードサービスネット
（株）ジェイアール西日本ビルト
（株）ジェイアール西日本メンテック
京都ステーションセンター（株）
（株）ジェリコネットワーク
ＪＲ西日本不動産開発（株）
ＮＫサービス（株）
（株）共潤舎
西日本電気システム協力会
（株）広成開発

中国施設設計（株）
（株）新大阪ステーションストア
ＮＥＳＣＯ信号工事（株）
ＮＥＳＣＯ電車線工事（株）
大鉄工業（株）
近畿共栄（株）
ジェイアール金沢警備保障（株）
神戸ＳＣ開発（株）
（株）五万石千里山荘

ジェイアールウエスト倶楽部に
加入されました会社さまに
加盟の証として“記念品” を
贈呈いたします。
ぜひこちらを掲げていただき、
利用促進やＰＲ等に
ご活用ください。

※加入順 ※2018年4月現在

※2017年４月時点で加入されておりましたグループ会社さまは2017年４月号～春だより～でご紹介しております。

使って

 よかった！

wel11841パスワード

wjrwID

詳しくは
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♪

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



巻末 01

ジェイアールウエスト倶楽部ジェイアールウエスト倶楽部 事務局からのお知らせ

特別ご優待案内
シルク･ドゥ･ソレイユ創設30周年記念作品

「ダイハツ キュリオス」大阪公演

《対象公演日》８月平日公演 ※受付期間：4/16（月）～ 6/15（金）まで　※なくなり次第受付終了
8/7㊋
―
16:00

8/8㊌
―
16:00

8/10㊎
―
19:00

8/14㊋
―
16:00

8/15㊌
12:00
―

8/17㊎
―
19:00

8/20㊊
―
16:00

8/21㊋ 
―
16:00

8/28㊋ 
―
16:00

8/31㊎
―
19:00

7/26（木）～10/29（月） 中之島ビッグトップ（特設会場）

※子供券は3歳～小学生までになります。 ※3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は子供券をお求めください。
※車イス席は、車イス受付専用ダイヤル06-6538-9977（オペレーター対応/10:00～18:00）のみでの販売となります。
※車イスでご来場のお客様は、車イス受付専用ダイヤルに事前にご連絡ください。
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※公演中止の場合を除き、お申込み、ご購入後の変更、取り消し、払い戻しは致しかねます。
※会場に飲食物を持込むことはご遠慮ください。

ジェイアール
ウエスト倶楽部だけの
特別価格

A席  大人   ￥10,000→￥7,０００
子供     ￥6,500→￥4,55０

サーカスの歴史が変わる！シルク･ドゥ･ソレイユ30年の集大成!!
「キュリオス」今夏、ついに大阪上陸！

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

http://r-t.jp/jrwelnet
ご購入はこちらから！

QRコードでの読取はこちら ▶
4/16㊊から
受付開始！

!!!!

wel11841パスワード

wjrwID

JRウェルネット

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

好奇心に満ちた不思議の世界への扉が開く。
2014年の開幕以来、モントリオール、シカゴ、ニューヨークなどで280万人以上の観客を魅了
してきた珠玉のサーカス・エンターテインメント、「キュリオス」。これぞ、シルクの集大成！

3０%
OFF!

公演期間 会　場



巻末02

ジェイアールウエスト倶楽部ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ

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

O!!O!!Vol.3 詳しくはコチラ ▲

対　象 会員本人を含む直系３世代の家族旅行 

制度特典 宿泊施設ご滞在中にプレゼント進呈

＜対象宿泊日＞ 2018年4月1日～2019年3月31日  
＜申請期限＞ ～ 2019年3月3日 

宿泊日より4週間前までにご申請ください。

!!!!

掲載までのスケジュール 【8月号～初秋だより～の場合】
掲載期間：2018年8月下旬（配付）～2018年10月末日

8月号～初秋だより～

2018年5月1日～

5月24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6月21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。

大募集!!
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？ 加入会社限定！

　　　　掲載費は無料

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

wel11841パスワード

wjrwID

ホームページホームページ
はコチラから！!

ジェイアールウエスト倶楽部の

注目!

使って

 よかった！

AOKI

使って

 よかった！


