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「すわっていこかキャンペーン」を実施します！
～この機会にぜひ新幹線や特急での通勤をおためしください～
ＪＲ西日本では、多くのお客様により快適にご利用いただけるよう、2022 年冬から春にかけて「すわ
っていこかキャンペーン」を実施します。特急列車の指定席を通常よりもさらにおトクにご利用いただ
ける「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス 500」を期間・列車限定で発売するほか、ＩＣＯＣＡ定期券での新幹線
のご利用や時差通勤へのご参加によりＩＣＯＣＡポイントをプレゼントするなど、さまざまな取り組み
を実施します。通勤・通学やご旅行の際に、ぜひ JR 西日本をご利用ください。
１．一部の特急列車や新快速Ａシートの指定席を「500 円均一」でご利用いただけます。
便利で快適なチケットレスサービスを気軽にお試しいただけるよう、京阪神エリアの主な特急列
車の指定席をチケットレスでご利用いただける「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス 500」を期間限定で発売
します。どの区間のご利用でも「一律 500 円」と大変おトクです。また、新快速１・２・４号でご
利用いただける「チケットレス指定席券［Ａシート］
」も 500 円で発売します。
(1) 「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス 500」
（新規発売）
① 利用期間
2022 年３月 14 日（月）から 2022 年５月 31 日（火）まで
※ 平日のみ設定、４月 29 日（金）～５月６日（金）を除く
② 発売期間
2022 年３月 12 日（土）から 2022 年５月 31 日（火）まで
※ ＪＲ西日本ネット予約「e5489」で発売します（駅のみどりの窓口での発売はありません）。
※ ご利用日の前日および当日（出発時刻の２分前まで）に限りご予約いただけます。
なお、以下の列車については、乗車日の 10 日前からご購入いただけます。
＜対象列車＞
はるか５･７･９･11・２･４･６号、びわこエクスプレス１号、らくラクはりま号、
きのさき２・４号、こうのとり２･４号、くろしお２･４･６･８号
③ 発売額
500 円（全区間一律）
※ こども用の設定はありません。
※ 特急料金のおねだんです。ご乗車には、別途、ご利用区間の乗車券（定期乗車券、回数乗
車券、ICカード乗車券含む）が必要です。
※ 商品概要・設定区間は別紙をご覧ください。
(2) 「チケットレス指定席券［Ａシート］」
（期間限定割引）
① おトクにご利用いただける期間
2022 年３月 12 日（土）から 2022 年５月 31 日（火）まで
※ ＪＲ西日本ネット予約「e5489」で発売します（駅のみどりの窓口での発売はありません）。
※ ご利用日の１ヶ月前から当日（出発時刻の２分前まで）までご予約いただけます。
② 発売額
500 円（新快速１・２・４号、全区間一律）
※ 指定席券のおねだんです。ご乗車には、別途、ご利用区間の乗車券（定期乗車券、回数乗
車券、IC カード乗車券含む）が必要です。
※ 新快速３号は引き続き 450 円で発売します。
※ 上記期間以外のご利用は 600 円（新快速３号は 450 円）となります。
～ 各きっぷの発売･ご利用条件等の詳細は、ＪＲおでかけネットでご確認ください。～

２．特急券を「チケットレスサービス」でご購入の方にコーヒー等引換券をプレゼントします。
通勤・通学で、在来線特急の「チケットレスサービス」をご愛顧くださっている方への感謝と、
初回ご利用のきっかけにしていただけるよう、朝通勤・通学の時間帯に対象の在来線特急(※1)をチ
ケットレスサービスでご乗車になる方に、特急乗車駅のセブン-イレブン ハートイン店舗等(※2)で
コーヒーやお茶に引き換えできる引換券をプレゼントする「朝通勤 コーヒープレゼント Week キャ
ンペーン」を実施します。
（1）期間と引換券お渡し駅
期間
引換券お渡し駅
2021 年 12 月 20 日（月）～
琵琶湖線（米原駅、彦根駅、近江八幡駅、野洲駅、守山駅、草
2021 年 12 月 24 日（金） 津駅、南草津駅、石山駅、大津駅､山科駅、京都駅）
湖西線（近江今津駅、堅田駅）
嵯峨野線（二条駅、亀岡駅、園部駅）
2022 年１月 17 日（月）～
ＪＲ宝塚線（新三田駅、三田駅、西宮名塩駅、宝塚駅）
2022 年 1 月 21 日（金） 福知山線・山陰線（福知山駅）
2022 年 1 月 24 日（月）～
ＪＲ神戸線（三ノ宮駅、神戸駅、明石駅、西明石駅、大久保駅、
2022 年１月 28 日（金） 加古川駅、姫路駅）
2022 年 1 月 31 日（月）～
新大阪駅、大阪駅、天王寺駅
2022 年２月４日（金）
（2）対象となるお客様
・(1)の期間・駅から、対象列車(※1)の特急券を「チケットレスサービス」でご購入の方
・特急列車乗車日に、特急列車に乗車される駅の引換券お渡し場所（駅ポスターに記載）で、
お客様が「チケットレスサービス」で予約された特急券の「提示用画面」をお客様のスマー
トフォン等で駅係員にご提示いただける方
(※1)対象列車は、引換期間２週間程度前から駅ポスターにてご案内いたします。
(※2)引換可能店舗はお客様にお渡しする引換券の裏面に記載いたします。
３．在来線ＩＣＯＣＡ定期券をお持ちのお客様に新幹線をおトクにご利用いただけます。
(1)実施期間
2022 年３月 12 日（土）から 2022 年５月 31 日（火）まで
（2）概要
山陽新幹線における「在来線ＩＣＯＣＡ定期券による新幹線乗車サービス」をご利用のお客様
のうち、同サービスによる特急料金が 870 円または 990 円の区間を利用いただいた方を対象に、
期間中の同サービスのご利用１回ごとに、特急料金の 20％を、後日 ICOCA ポイントで還元します。
※ご利用の前日までに、ICOCA ポイントサービスの利用登録（無料）完了が必要です。
※特急料金が 870 円の区間はご利用 1 回ごとに 174 ポイント、990 円の区間は 198 ポイントを
還元します。
※こども ICOCA 定期券の場合は、430 円または 490 円の区間をご利用いただいた方が対象です。
※東海道新幹線（新大阪駅以東）を含む区間のご利用は本キャンペーンの対象外です。
※詳しいご利用条件は、後日「JR おでかけネット」にてお知らせいたします。
４．「ICOCA でジサポ」をご利用いただいた方に抽選で ICOCA ポイントをプレゼントします。
（1）実施期間
2022 年４月 1 日（金）から５月 31 日（火）まで
(2)概要
京阪神エリアで実施中の「時差通勤サービス ICOCA でジサポ」を、月８回以上ご利用いただいた
方を対象に、ICOCA ポイント 3,000 ポイントを抽選で各月 200 名にプレゼントします。
※ご利用の前日までに、ICOCA ポイントサービスの利用登録 (無料) 完了が必要です。

別紙

「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス 500」商品概要

（１）
「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス 500（Ｊ－ＷＥＳＴカード会員用／ネット会員用）
」
○「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス」を気軽にお試しいただけるよう、期間限定でどの区間のご利用でも一
律 500 円と、大変おトクなおねだんで発売します。
【利用期間】
2022 年３月 14 日（月）から 2022 年５月 31 日（火）まで
※平日のみ設定、４月 29 日（金）～５月６日（金）を除く
【発売期間】
2022 年３月 12 日（土）から 2022 年５月 31 日（火）まで
※ＪＲ西日本ネット予約「ｅ５４８９」で発売します（駅のみどりの窓口では発売いたしません）
。
※ご利用日の前日および当日（出発時刻の２分前まで）に限りご予約いただけます。
なお、以下の列車については、乗車日の 10 日前からご購入いただけます。
＜対象列車＞
はるか５･７･９･11・２･４･６号、びわこエクスプレス１号、らくラクはりま号、
きのさき２・４号、こうのとり２･４号、くろしお２･４･６･８号
【おねだん】
500 円（全区間一律）
※特急料金のおねだんです。ご乗車には、別途、ご利用区間の乗車券（定期乗車券、回数乗車券、
ＩＣカード乗車券含む）が必要です。
※こども用の設定はありません。
【設定区間】
下記エリア内の特急列車停車駅相互間
福知山

綾部

柏原

日吉

東舞鶴

近江今津

篠山口
大阪
姫路

尼崎

京都

山科

米原

関西空港
日根野

天王寺

海南
紀伊田辺

【主な効力・発売条件】
・現在発売中の「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス（Ｊ－ＷＥＳＴカード会員用／ネット会員用）」と、
予約・ご利用方法は同じです。
・
「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス500（Ｊ－ＷＥＳＴカード会員用）」の予約にはＪ－ＷＥＳＴカードへ
のご入会が、
「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス500（ネット会員用）
」の予約にはＪ－ＷＥＳＴネット会
員への登録が必要です（会員登録は無料）。
・予約された列車の指定席に限りご利用が可能です。その他の列車・座席は自由席を含めご利用い
ただけません。また、
「Ｊ－ＷＥＳＴチケットレス500（ネット会員用）
」は予約の変更（券種間、
乗車日、利用区間・列車）はできません。
～

きっぷの発売･ご利用条件等の詳細は、ＪＲおでかけネットでご確認ください。～

