
 

 

 
２ ０ ２ 1 年 ６ 月 ２ １ 日 

 西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 
 

せとうち観光ナビ「setowa」サービスエリア拡大について 
 
JR 西日本では、せとうち旅行に欠かせない観光ナビ『setowa』について、現在の広島県を中心とするせとうち

エリアに加え、岡山県全域、山口県全域にサービスエリアを拡大します。またエリア拡大に合わせて、岡山県や山
口県をおトクに周遊できる「setowa 周遊パス」や観光・体験・グルメが楽しめる「setowa チケット」を新たに発売
します。  

『setowa』は、旅の予約やチケットの利用をスマートフォンによりキャッシュレス、チケットレスで行うことができ、駅
や旅行代理店、現地のスタッフとの接触も少なく、安心してご旅行いただけます。せとうちへのご旅行の際には、是
非ご利用ください。   

  
１．サービスエリア拡大日 
   2021 年 6 月 22 日（火）（予定） 

※アプリは審査状況等により、リリース日が遅れることがあります。 
 

２．サービスエリア 
   【現在】 

広島県全域、岡山県（倉敷市・岡山市等）、山口県（岩国市等） 
および愛媛県（松山市・今治市）を中心とするせとうちエリア 

【エリア拡大後】 
広島県全域、岡山県全域、山口県全域、および愛媛県（松山市・ 
今治市）を中心とするエリア 
 

３．主な特徴 
（1）setowa 周遊パス、setowa チケットの新規発売 
     地域の事業者と連携し、岡山県、山口県を安心、おトクに周遊できる「setowa 周遊パス」を 4

商品、岡山県内の観光・体験・グルメが楽しめる「setowa チケット」を約 20 商品新たに発売し
ます。 
※商品概要は別紙、または「JR おでかけネット」でご確認ください。 

 ※山口県内の「setowa チケット」も、順次発売していきます。 
   （2）話題のスポットやモデルコースの追加、setowa チャンネルでの動画配信 
      岡山県、山口県の話題のスポットやモデルコースを紹介します。また、せとうちエリアの観光を動画

で紹介する「setowa チャンネル」のコンテンツを定期的に追加していきますので、お楽しみください。 
 
４．J-WEST ポイントが当たる！setowa でせとうちを旅しようキャンペーンについて 
   7 月 1 日～9 月 30 日に、J-WEST カードで setowa 周遊パス、setowa チケットを購入されたお客様

の中から、抽選で計 100 名様に、J-WEST ポイント 1,000～5,000 ポイントをプレゼントいたします。 
 
５．setowa ご利用方法 

「setowa」は、スマートフォン用アプリに加え、スマートフォン用 WEB サイトでも利用可能です。 
(1) アプリ 

Android をご利用の場合は「Google Play」、iPhone をご利用の場合は「App Store」で 
「setowa」を検索し、ダウンロードしてください。 
※動作推奨環境：Android 6.0 以上、iOS 11.0 以上 

（2）WEB サイト URL 
https://app.jwfm.setowa.jp/   

      ※以下 QR コードから、アプリのダウンロードストア、WEB サイトへアクセス頂け 
ます。 

        
 
 
 
  
 ※Android、Google Playおよび Google Playロゴは Google LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.

のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

WEB サイト 
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1setowaエリア拡大 「setowa周遊パス」新商品

・自由周遊区間内のＪＲ（普通列車普通車自由席）、指定の私鉄、路線バス、船舶、ロープウェイなど
の乗り放題に加え、現地の観光施設入館券がセットになった、setowa限定のおトクな周遊パスです。

・岡山県、山口県全域へのエリア拡大に合わせて、新たに４商品を発売します。
①setowa岡山ワイドパス
②setowa岡山ウエストパス
③setowa岡山イーストパス
④setowa山口セントラルパス

・setowa周遊パスの購入特典として、参画施設で特典が受けられる「DISCOVER WEST パスポート」
引換券がついています。

※setowa広島ワイドパス、setowa広島ウエストパス、setowa広島イーストパス、setowa広島松山パスは引き続き発売いたします。
setowaせとうち岡山パスは2021年6月30日で発売を終了します。
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2setowa周遊パス ①setowa岡山ワイドパス ２

発売額 おとな4,100円、こども2,050円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2021年6月22日～2022年3月31日
※ご利用は4月2日まで、利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能
（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 三石～三原
瀬戸大橋線 岡山～児島
宇野みなと線 茶屋町～宇野
伯備線 倉敷～新郷
桃太郎線 岡山～総社
津山線 岡山～津山
赤穂線 東岡山～寒河
福塩線 福山～府中
芸備線 備中神代～備後落合
因美線 津山～土師
姫新線 新見～美作土居

軌道 岡山電気軌道 東山線、清輝橋線

私鉄
水島臨海鉄道 倉敷市～三菱自工前

井原鉄道 総社～神辺

船舶 福山市営渡船 福山市営渡船場（福山市鞆町）～仙酔島

バス
トモテツバス 福山駅～鞆港

おのみちバス 尾道駅前～浄土寺下

ロープウェイ 千光寺山ロープウェイ 山麓（長江口）～山頂（千光寺公園）

X　　　　　　チケッ｝利用

この画面をスタッフに見せて下さい



3setowa周遊パス ②setowa岡山ウエストパス ３

発売額 おとな3,100円、こども1,550円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年6月22日～2022年3月31日
※ご利用は4月1日まで、利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 岡山～三原
瀬戸大橋線 岡山～児島
宇野みなと線 茶屋町～宇野
伯備線 倉敷～備中高梁

船舶

福山市営渡船 福山市営渡船場（福山市鞆町）～仙酔島

瀬戸内クルージング
尾道港～瀬戸田港
尾道港～鞆港

バス
トモテツバス 福山駅～鞆港

おのみちバス 尾道駅前～浄土寺下

ロープウェイ 千光寺山ロープウェイ 山麓（長江口）～山頂（千光寺公園）

観光施設

語らい座 大原本邸

いろは丸展示館

平山郁夫美術館

写真提供：岡山県観光連盟

×　　　　　　チケット利用

この画面をスタッフに見せて下さい



4setowa周遊パス ③setowa岡山イーストパス ４

発売額 おとな2,700円、こども1,350円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年6月22日～2022年3月31日
※ご利用は4月1日まで、利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能
（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 三石～倉敷
伯備線 倉敷～総社
桃太郎線 岡山～総社
津山線 岡山～津山
赤穂線 東岡山～日生

軌道 岡山電気軌道 東山線、清輝橋線

バス
岡電バス 岡山駅東口～後楽園前

両備バス JR西大寺駅～牛窓

観光施設

後楽園

津山まなびの鉄道館

おかでんミュージアム

写真提供：岡山県観光連盟

X　　　　　　チケット利用

この画面をスタッフに見せて下さい



5setowa周遊パス ④setowa山口セントラルパス ５

発売額 おとな3,000円、こども1,500円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年6月22日～2022年3月31日
※ご利用は4月1日まで、利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能
（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 防府～厚狭
山口線 新山口～津和野
宇部線 全線
小野田線 全線
美祢線 厚狭～美祢

バス

中国ジェイアールバス スーパーはぎ号、自由周遊区間に記載の路線バス指定区間

防長交通 スーパーはぎ号、自由周遊区間に記載の路線バス指定区間

萩循環まぁーるバス 全線

× チケット利用

この画面をスタッフに見せて下さい
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6setowa周遊パス購入特典 「DISCOVER WEST パスポート」

※setowa周遊パスの購入特典、およびDISCOVER WEST パスポートの特典内容は、変更になる場合があります。

setowa周遊パスには、購入特典として「DISCOVER WEST パスポート」の引換券がついています。

DISCOVER WEST パスポート
観光施設など参画施設でご提示いただくと、おトクな特典が受けられます。

（例）
・ホテルグランヴィア岡山（ご飲食10％割引）
・対象店舗での駅弁購入時にお茶1本プレゼント
など、その他参画施設多数

※DISCOVER WEST パスポートへの引換場所、および特典内容は
JRおでかけネットでご確認ください
https://www.jr-odekake.net/navi/discoverwest/passport/

＜利用方法＞
１）「DISCOVER WEST パスポート」引換場所で購入済のsetowa

周遊パスのチケット画面から「DISCOVER WEST パスポート」の引換券を
表示して下さい。
※引換場所は購入いただいたsetowa周遊パスエリア内に限ります。
※チケット表示時、現地スタッフに施設コードを確認の上、入力して下さい。

２）「DISCOVER WEST パスポート」を受け取り、参画施設で提示して下さい。

※パスポートのデザインは変更になる場合があります
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7setowaエリア拡大 「setowaチケット」新商品 7

③ ホテルグランヴィア岡山 岡山県産フルーツパフェ（ドリンクセット）－岡山市内－

岡山県産の桃など、季節のフルーツを使った贅沢なパフェとドリンクをsetowa限定価格で

召し上がれます。ここでしか味わえない上質なパフェを是非ご堪能下さい！

・販売額 2,000円（通常2,400円）
・場所 ホテルグランヴィア岡山 ロビーラウンジ ルミエール
・販売条件 利用日前日までに購入

岡山の旅を彩る、地元おすすめの観光や体験、グルメのチケットを新たに約20商品発売します。

② mt FACTORY  TOUR –倉敷–
毎年大人気のマスキングテープ「mt」工場見学会をsetowaで発売！

限定テープのお買い物やつかみ取り体験など、おしゃれなマスキングテープのイベントがいっぱい！
setowaチケット購入者限定でオリジナルテープのお土産付き！

・販売額 500円（おとな・こども同額）
・実施日 2021年7月22日（木）～8月4日（水）
・販売条件 利用日前日の15時までに購入（※各日とも販売数に限りがあります）

① 駅から観タクン 「吉備路満喫コース/歴史探訪コース」 –総社–
観タクンで人気のコースをsetowaで発売！タクシーで国宝「吉備津神社」や「備中国分寺」

など吉備路の名所や桃太郎伝説の舞台を訪れ、歴史を堪能いただけます。

・販売額 6,500円（1台当たり4名様まで乗車可）
・出発地 総社駅東口タクシー乗り場
・販売条件 利用日当日の購入可能（利用日の9時~15時の好きな時間に乗車可能）

写真提供：岡山県観光連盟

※商品詳細やその他商品は、setowaでご確認ください。 ※山口県内のsetowaチケットも順次発売してまいります

Si 7　t■



8setowaエリア拡大 「setowaおすすめクーポン」 8

岡山駅の駅ナカでご利用いただける、クーポンを新たに約20種類提供いたします。

① カフェ マスカット

・トーストモーニング 通常580円を500円でご提供（7:00～10:00）
・ちょい飲みセット（アルコールかソフトドリンク+おつまみセット）通常750円を600円でご提供(14:00～)

提供期間：2021年7月1日（木）～2022年3月31日（木）

② からふね屋CAFÉ さんすて岡山店

通常、お客様へセット販売している、Miniパフェ390円(3種：いちご、チョコレート、黒蜜きなこわらびの
うち1品をお選びください)をお食事された方へ無料でご提供

提供期間：2021年7月1日（木）～2022年3月31日（木）

※クーポン詳細やその他クーポンは、setowaでご確認ください。 ※店舗の休業等によりクーポン提供期間が変更になる場合がございます。

③ 花いちご (さんすて岡山内)

ミキサージュースを10％OFFで、ご提供 ※当日の材料が無くなり次第終了となります。

提供期間：2021年7月1日（木）～2021年9月30日（木）

④ おみやげ街道せとうちCUBE
2,000円以上お買い上げの場合、10％割引

岡山旅行のお土産に、せとうちエリアの魅力溢れる商品をお買い求めください。

提供期間：2021年7月1日（木）～2022年3月31日（木）



9setowaエリア拡大 「話題のスポット・口コミの紹介、setowaチャンネル」 9

・岡山県、山口県内のSNSやテレビで話題のスポット、setowaおすすめスポットを写真や口コミと合わせて
紹介します。またモデルコースも紹介します。
・せとうちエリアの観光を動画で紹介する「setowaチャンネル」では、定期的に動画を配信していきます。
お家で旅行気分が楽しみたい方にもおすすめです。

話題のスポット

※ スポットの写真・情報・口コミ、および動画コンテンツ「せとうちさんぽ」は、ホリデー株式会社様より提供をいただいて
おります。

スポット詳細・口コミ setowaチャンネル
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10setowaエリア拡大 キャンペーン 10

setowaエリア拡大を記念し、J-WESTカードで「setowa周遊パス」、「setowaチケット」を購入いただいた
方を対象に、J-WESTポイントが当たるキャンペーン「J-WESTポイントが当たる！setowaでせとうちを旅し
ようキャンペーン」を実施いたします。

１．キャンペーン名称
J-WESTポイントが当たる！setowaでせとうちを旅しようキャンペーン

２．キャンペーン期間
2021年7月1日（木）～2021年9月30日（木）

３．概要
キャンペーン期間中のJ-WESTカードでの「setowa周遊パス」、「setowaチケット」の購入金額総額を

500円1口として抽選を行い、合計100名様に、以下のJ-WESTポイントをプレゼントいたします。
5,000ポイント（10名様）、3,000ポイント（30名様）、1,000ポイント（60名様）

※本キャンペーンはエントリー不要です。

４．対象チケット
setowaで発売しているすべての「setowa周遊パス」、「setowaチケット」

キャンペーンの詳細は、JR おでかけネットでご確認ください。
https://www.jr-odekake.net/j-west/campaign/setowa_cp/

https://www.jr-odekake.net/j-west/campaign/setowa_cp/
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