
 

 

 

 

2021 年 11 月 12 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

 

2022 年１月 15 日より運行する「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースについて、一部の停車駅等で    

沿線地域の皆様のご協力のもと、山陽コースならではの「おもてなし」をご用意しています。 

長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」による、山陽・瀬戸内の旅を、どうぞお楽しみください。 

 

 

 

１．運行概要 ※2021年 10月 14日発表済み 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2021/10/page_18712.html 

（１）運行区間 ：大阪～下関 

（２）列車種別 ：昼行特急列車 

（３）運転期間 ：2022年１月15日～2022年３月10日 ※ 週２往復程度運行 

 

 

２．駅や車内でのおもてなし 別紙 

  「WEST EXPRESS 銀河」の運行に合わせて、駅や車内で山陽コースならではのおもてなしを実施し

ます。 

 

 

３．発売方法・抽選応募受付開始日 

  旅行会社が企画・実施する旅行商品に限定して発売します。 

抽選応募の受付は11月 18日 16:00（予定）から開始となります。 

※ 商品の詳細情報は、「WEST EXPRESS 銀河」特設サイトからリンクする日本旅行の専用ホーム

ページで 11月 18日16:00（予定）からご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「WEST EXPRESS 銀河」山陽コースのおもてなしについて 

「WEST EXPRESS 銀河」に関する情報はホームページでもご覧いただけます。 

https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/ 

 

 

新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、変更となる場合があります。 

今回ご案内の取り組みは、SDGs目標の 8番、11番、17番に貢献するものと考えています。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2021/10/page_18712.html
https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/


WEST EXPRESS銀河山陽コースのおもてなし

※写真はすべてイメージです。
※駅および車内でのおもてなしは、運行日により内容が一部異なります。
※今後の社会情勢等により、おもてなし内容が変更、中止になる場合がございます。

おもてなしの内容は、
JR西日本おでかけネット内の
WEBページでも
ご覧いただけます。

【旅行プランの抽選応募お申込みは日本旅行専用WEBサイトで11/18(木)16:00より受け付けます】



■特産品等の紹介、販売

福山駅でのおもてなし【下り13:16着～14:02発】

お餅/和菓子

はっさく大福 ちいちいイカ

■琴特別演奏会 ※特定日

■福山城ボランティアガイド

海苔師の生のり
佃煮<極>

キュヴェローズ
鞆の浦
保命酒

ちーいか天ぷら
オーガニック
ローズ商品

伊呂波物語
銀河おつまみVer.

天寶―
「福山。」

■福山城ジオラマの展示

■銀河学院生徒による
琴特別演奏会 ※特定日

※2月末まで※1月15日を除く

特産のバラ関連商品
NEW

NEW

リニューアル NEW

一部リニューアル

■世界バラ会議PR展示
NEW ■福山城博物館招待券、

福山デニム(クラッチトート)プレゼント

バラジュース
セット

※現在,
開発中。
画像は
「銀河
ワイン
2020」

銀河ワイン
2021



柳井駅でのおもてなし【上り12:52着～13:24発】

甘露しょうゆ柳井縞を使用した
工芸品

金魚ちょうちん

スペシャルティコーヒー
（銀河オリジナルパッケージも計画）

大内塗とお守りセット金魚ちょうちん文具
（銀河オリジナルデザインも計画）

※イメージ

■特産品等の紹介、販売

やない優美
蒔絵ペン

柳井甘露醤油
バターケーキ

■記念撮影パネル

柳井市への来訪を写真で残していただく
銀河デザインの記念撮影パネル

※イメージ

※イメージ

NEW一部リニューアル

■散策MAP・車窓MAPの配布

NEW



倉敷駅でのおもてなし【上り18:02着～18:38発】

■特産品等の紹介、販売

■大原美術館
絵画タペストリーの
展示・解説

レモンかまぼこ
プレミアム

フルーツコラーゲンゼリー
むらすゞめ 畳縁グッズ

■倉敷小町の皆さんの
お出迎え

デニムグッズ季節のジャム

■オリジナルジーンズ
ストラップ作り※特定日

■倉敷薄荷
エアフレッシュナー
のプレゼント

■大原美術館
招待券の
プレゼント（抽選）

※箱はイメージです

一部リニューアル

NEW NEW

NEW

おもてなしのおかやまへ、ようこそ！



車内での特産品等販売【下り:岡山～福山駅間、上り:福山～岡山駅間】

■銀河オリジナルグッズ

クリアファイル ネックピロー アメニティセット ピンズ2個セット 伯州綿マスク トライタンタンブラー

■地域の特産品

因島の
はっさくピール

岡山白桃
チューハイ

白桃
サイダー

白桃
ネクター

瀬戸田
レモンアイス

※取扱商品の一例です。なお、取扱商品は変更される場合があります。

美咲どりの
炭火焼き

岡山海苔天
プレーン

岡山海苔天
カレー

一部リニューアル

一部リニューアル



車内での特産品等販売【区間:下記参照】

■周南市
【下り：広島～徳山駅間】

近年、注目を集める山口県の日本酒
ですが、周南市でも3つの酒蔵で、自慢
の美味しいお酒が醸造されています。
瀬戸内の新鮮な魚介類とも相性バッチ
リの周南の地酒。
美しい周南工場夜景を眺めながら至福
の一杯をお楽しみください。

■岩国市
【上り：岩国～三原駅間】

岩国の名勝「錦帯橋」
その下を流れる清流錦川に育まれた岩
国自慢の五蔵の地酒。
そして、日本酒に合う岩国の新しいお
土産ブランド「つまんでちょんまげ」。
岩国がつなぐ、おいしさのマッチングをぜ
ひご堪能ください。

■宇部市
【上り：下関～新山口駅間】

宇部市近代化の原動力であり黒いダイヤ
とされた石炭モチーフのチョコレート菓子や、
半世紀の伝統をもつ芳醇なブランデー
ケーキをご用意。西日本最大級の茶園を
有する宇部市が誇る、甘みとコクの深さが
特徴の小野茶・山口茶とともに、素敵な
ティータイムをお楽しみください。

宇部特産の
小野茶

ブランデーケーキ（ロイヤル）

NEW

宇部ダイヤ →
（パティスリーケンジ）

※特定日に実施※特定日に実施



車内でのお食事、スイーツ等

■下り列車

島ごころの
「瀬戸田レモンケーキ」

【スイーツ】
※宮島口駅以西まで
ご乗車のお客様のみ

神戸の老舗
「イスズベーカリー」の
銀河特製パンと
UCC上島珈琲

【朝食】

三好野の
「銀河特製アナゴ和膳」

【昼食】

■上り列車

広島駅弁当の
「銀河特製駅弁」

【昼食】
※徳山駅以西より
ご乗車のお客様のみ

宇部特産
「小野茶」(左)
【ドリンク】

パティスリーケンジの
「宇部ダイヤ」(右)

【スイーツ】

伊呂波(左/日曜)の
「銀河 しまなみ物語」
川長(右/木曜)の
「銀河‼️一番星
☆勝成弁当」
【夕食】

リニューアル

リニューアル

NEW

NEW

NEW

リニューアル



銀河利用者向けのオプションツアー

■周南工場夜景ディナープラン(徳山)■周南工場夜景観光タクシープラン(徳山)

「周南工場夜景」をイメージし、海の幸を使用した「工場
夜景ディナー」をご提供します。

【食事時間】 17時～21時（入店は20時30分まで）
【料金】 2,500円

※２名以上の利用の場合に限り予約可能
（１名ではご利用いただけません）
※旅行商品の宿泊と一緒にお申し込みください

【問い合わせ先】
ホテルサンルート徳山 0834-32-2611

日本夜景遺産に認定され
ている「晴海親水公園」を
はじめ、美しい「周南工場
夜景」のとっておきの観光ス
ポットを観光ドライバーがご
案内します。

【所要時間】 60分
【発着場所】 ホテルサンルート徳山
【出発時間】 17時30分～20時
【料金】タクシー１台（定員４名）

２名利用時 ：3,500円/人
３～４名利用時：2,500円/人
※最小催行人数２名（１名ではご利用いただけません）
※ご利用の７日前までの予約が必要です

【予約・問い合わせ先】
（一財）周南観光コンベンション協会 0834-33-8424
※お客様ご自身でご予約いただくプランです

海鮮カレー（偶数日） 海鮮丼（奇数日）

NEW NEW



銀河利用者向けのオプションツアー

■防府天満宮と毛利氏庭園巡り(防府)

防府市の代表的な4大観光地のうち、国指定名勝であり約25,000坪の風光明
媚な「毛利氏庭園」と、日本で最初に創建された天満宮である「防府天満宮」の2
か所をタクシーで巡る観光プラン

【所要時間】 １時間50分 【発着場所】 防府駅
【出発時間】 ９時50分

※時間までに各自で防府駅にお越しください
※銀河の上り列車（大阪行）運転日のみ実施

【料金】 タクシー1台（定員４名）
１名利用時：2,000円/人 ３名利用時：1,000円/人
２名利用時：1,200円/人 ４名利用時： 800円/人
※タクシー代金と毛利氏庭園入場券を含む
※旅行商品と一緒にお申し込みください

【問い合わせ先】 防府観光コンベンション協会 0835-25-2148

NEW



銀河パスポート

＼山口県内沿線をおトクに楽しむ！／
観光パスポート「銀河パスポート」

【岩国市】 錦帯橋・岩国城ロープウエー・岩国城セット券割引、岩国市観光交流
所 本家「松がね」入館者に岩国市特製クリアファイルをプレゼント

【柳井市】 柳井縞コースター製作体験無料サービス（※制作体験が困難な方に
は柳井縞コースターをプレゼント）

【周南市】 周南工場夜景エキサイトクルージング又は周南工場夜景観光タクシー
ご利用の方に周南工場夜景オリジナルポストカードをプレゼント、周南市徳山動物
園入園時にオリジナル缶バッジをプレゼント

【防府市】 レンタサイクル無料サービス、まちの駅うめてらす売店での割引、長州鋳
物記念館での体験メニュー割引、防府きもの体験しをりでの体験メニュー割引

【山口市】 湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」にて足湯半額・特製クリア
ファイルプレゼント、中原中也記念館入館料割引、「焼き菓子やをぜ 瑠璃光寺
店」にてお買い上げ特典、「常栄寺雪舟庭」お庭拝観者に御朱印1枚プレゼント

■特典内容

※京阪神発着プランのみ対象
※特典対象施設の営業日・営業
時間等は、予めご確認のうえご利
用ください。

一部リニューアル


