
 

 

 

 
２０２２年 ２月 ２５日 

 西日本旅客鉄道株式会社 

 

せとうち観光ナビ「setowa」周遊パスの発売について 

-JR 西日本MaaS商品で初の自動改札機利用の実証実験も実施します- 
 
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、2022 年 4 月からご利

用いただける商品として、setowa 周遊パスを 12 商品発売します。また自動改札機利用の実証
実験として、お持ちの ICOCA で自動改札機をご利用頂ける「（ICOCA で GO）setowa 周
遊パス」を 2 商品設定します。当社の MaaS 関連商品において、自動改札機をご利用いただけ
る初めての試みになります。 

さらに setowa 周遊パスの購入に合わせて、e5489 やエクスプレス予約で新幹線を予約する
と、ICOCA ポイントを 1,000pt プレゼントする「新幹線×setowa でおトク！山口エリア周遊キ
ャンペーン」を実施します。 

「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、安心してご旅行頂けます。せとうちへの
ご旅行の際には、是非ご利用下さい！ 

  
 

１．2022 年 4 月からの setowa 周遊パスについて 
岡山県、広島県、山口県、四国エリアで合計 12 商品を発売します。 
※各商品の内容やご利用条件など、詳細は別紙および「JR おでかけネット」でご確認下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

＜主な変更点、おすすめポイント＞ 
    ・岡山香川ワイドパス 

2022 年度開催予定の瀬戸内国際芸術祭への旅行にご利用頂けるよう、1 年を通して発
売します。 

    ・広島イーストパス 
山陽線広島駅~三原駅等を追加し、広島と西条・三原・竹原・大久野島エリアへの周遊に
もご利用頂けるようになります。 

・山口セントラルパス 
     山陽線防府駅～岩国駅等を追加し、岩国、徳山エリアへの周遊にもご利用頂けるようにな

ります。 
    ・2022 年 4 月からの四国アフターデスティネーションキャンペーン向けの商品として、JR 四国と

連携し、四国アフターDC 満喫きっぷを発売します。 
・実証実験として自動改札機をご利用頂ける商品を 2 商品設定します。 
・購入特典の「DISCOVER WEST パスポート」について、これまでの観光案内所等での紙チ
ケットへの引換から、直接参画施設での画面提示で特典が受けられるようになります。 



 

 

 

２．setowa 周遊パス 自動改札機利用の実証実験について 
    setowa 周遊パスは有人改札等でのチケット画面の提示によりご利用頂いておりますが、自

動改札機利用の実証実験として、お持ちの ICOCA を使って自動改札機をご利用頂ける商
品を設定します。自動改札機のご利用で非対面・非接触で、より安心、便利にご旅行を頂け
ます！詳細は別紙、または JR おでかけネット内の関連ページをご確認下さい。 
１）対象商品 
    「（ICOCA で GO）岡山ウエストパス」 
   「（ICOCA で GO）広島イーストパス」 
   ※チケット画面の提示を頂く「岡山ウエストパス」 

「広島イーストパス」と同じ商品内容になります。 
２）サービス概要 

・対象商品を購入後、利用開始日までにお持ちのICOCA 番号の setowa への登録と、
ICOCA ポイントサービスの利用登録を頂きます。 

・利用日当日、JR 線自由周遊区間内は登録した ICOCA を使って自動改札機をご利
用頂きます。その際、一旦 ICOCA から運賃をお支払い頂きます。 
※JR 線以外の交通事業者（バス、船舶など）では、ICOCA が使える事業者であって

も、チケット画面の提示によるご利用になります。 
・JR 線自由周遊区間内を ICOCA でお支払いいただいた運賃は、翌月末に ICOCA ポ
イントでお返しします。 
※自由周遊区間内外を跨ったご利用は、返金対象外となります。 

   ３）実証実験期間 
     （発売期間）2022 年 3 月 1 日～2022 年 6 月 30 日 
     （利用期間）2022 年 4 月 1 日～2022 年 7 月 1 日（6 月 30 日利用開始分まで） 
      
３．「新幹線×setowa でおトク！山口エリア周遊キャンペーン」について 
    e5489 またはエクスプレス予約で山口県までの新幹線と、山口県エリアの setowa 周遊パ

スを購入頂くと、ICOCA ポイントを 1,000pt プレゼントするキャンペーンを実施します。
setowa と e5489・エクスプレス予約で、便利でおトクな山口の旅をお楽しみ下さい。 

   １）キャンペーン期間 
      2022 年 4 月 1 日~2022 年 9 月 30 日 
   ２）キャンペーン内容・適用条件 

・エクスプレス予約（J-WEST カード「エクスプレス」）、 
または e5489 で以下利用日、区間の新幹線を予約下さい。 
＜利用日＞ 
setowa 周遊パス利用開始日当日を含む前 3 日間 
<区間＞ 
乗車駅：東海道山陽九州新幹線（東京駅~岡山駅、博多駅~鹿児島中央駅） 
降車駅：山陽新幹線（新岩国駅~新下関駅） 
※e きっぷを除く「トクトクきっぷ」、およびスマートＥＸは対象外となります。 
※料金券のみの購入は対象外となります。 

      ・setowa で「山口セントラルパス」または「山口ウエストパス」を購入の上、新幹線を予約
した J-WESTID と ICOCA 番号を setowa に登録下さい。 

         ※キャンペーン期間中に利用開始日となる setowa 周遊パスが対象になります。 
     ・利用日翌月末に ICOCA ポイント 1,000pt（こどもは 500pt）をプレゼントします。 
      ※その他詳細は JR おでかけネット内の関連ページをご覧下さい。  
 
 

 

× 

今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の 9 番、11 番、17 番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12022年4月～ setowa周遊パス

・自由周遊区間内のＪＲ、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を12商品発売します。
・setowa周遊パスで自動改札機をご利用頂く実証実験として、JRの自由周遊区間をお持ちのICOCA
を使って自動改札機をご利用できる「（ICOCAでGO）setowa周遊パス」を2商品設定します。駅係
員にチケット画面を見せずに、非対面・非接触でスイスイ通れて、安心・便利にご旅行いただけます！

１

山口エリア
⑩山口セントラルパス
⑪山口ウエストパス

広島エリア
⑥広島ワイドパス
⑦広島イーストパス
⑧（ICOCAでGO）
広島イーストパス

⑨広島ウエストパス

岡山・香川エリア
①岡山香川ワイドパス
②岡山ワイドパス
③岡山イーストパス
④岡山ウエストパス
⑤ （ICOCAでGO）
岡山ウエストパス

四国エリア
⑫四国アフターDC満喫きっぷ



22022年4月～ setowa周遊パス概要 ２

商品名 主な
ご利用エリア

おねだん
（おとな1名）

有効
期間 発売期間 ご利用期間

①岡山香川ワイドパス 岡山・倉敷
高松・小豆島 3,500円 3日間 2022年3月1日

~2023年3月31日
2022年4月1日

~2023年4月2日

②岡山ワイドパス 岡山県全域 4,200円
（価格改定） 3日間

2022年3月1日
~2022年9月30日

※（ICOCAでGO）
岡山ウエストパス

（ICOCAでGO）
広島イーストパスは
2022年3月1日

~2022年6月30日

2022年4月1日
~2022年10月2日

③岡山イーストパス 岡山・倉敷
牛窓・津山 2,700円 2日間 2022年4月1日

~2022年10月１日

※（ICOCAでGO）
岡山ウエストパスは
2022年4月1日

~2022年7月1日

④岡山ウエストパス

⑤（ICOCAでGO）
岡山ウエストパス

岡山・倉敷・高梁
福山・尾道

3,200円
（価格改定） 2日間

⑥広島ワイドパス 広島県全域 4,600円
（価格改定） 3日間 2022年4月1日

~2022年10月2日

⑦広島イーストパス

⑧（ICOCAでGO）
広島イーストパス

尾道・西条
竹原・大久野島

3,600円
（価格改定）

2日間

2022年4月1日
~2022年10月１日

※（ICOCAでGO）
広島イーストパスは
2022年4月1日

~2022年7月1日

⑨広島ウエストパス 広島市内・
宮島・呉・岩国

3,400円
（価格改定）

⑩山口セントラルパス 山口市内・
秋吉台・萩・岩国

3,500円
（価格改定）

⑪山口ウエストパス 下関・長門・美祢 3,200円

⑫四国アフターDC
満喫きっぷ 四国全域 11,000円 3日間

2022年4月1日
~2022年6月26日

2022年4月1日
~2022年6月28日

※土・日・祝日を1日以
上含む連続する3日間

新

実証
実験

実証
実験



3setowa周遊パス ①岡山香川ワイドパス ３

発売額 おとな3,500円、こども1,750円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2022年3月1日～2023年3月31日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2023年4月2日
※2023年3月31日ご利用開始分まで発売

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～倉敷
瀬戸大橋線 岡山～宇多津
宇野みなと線 茶屋町～宇野
予讃線 高松～観音寺
土讃線 多度津～琴平
高徳線 高松～屋島

バス 岡電バス 岡山～新岡山港

船舶
国際両備フェリー 新岡山港～土庄港（小豆島）

高松港～池田港（小豆島）

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効

自由周遊区間



4setowa周遊パス ②岡山ワイドパス ４

発売額 おとな4,200円、こども2,100円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月2日
※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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 東津山～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

両備バス JR西大寺駅～牛窓

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



5setowa周遊パス ③岡山イーストパス ５

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
2022年3月1日～2022年9月30日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月1日
※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



6setowa周遊パス ④岡山ウエストパス / ⑤（ICOCAでGO）岡山ウエストパス ６

発売額 おとな3,200円、こども1,600円（税込み）（※「ICOCAでGO」はこどもの設定なし）

有効期間 2日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日（※「ICOCAでGO」は2022年3月1日~2022年6月30日）
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月1日（※2022年9月30日ご利用開始分まで発売）
※「ICOCAでGO」は2022年4月1日~2022年7月1日（2022年6月30日ご利用開始分まで発売）

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
桃太郎線 岡山～総社
伯備線 倉敷～備中高梁
福塩線 福山～神辺

私鉄 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

瀬戸内クルージング
尾道港～瀬戸田港
尾道港～鞆港（※土日祝のみ運航）

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

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



7setowa周遊パス ⑥広島ワイドパス

発売額 おとな4,600円、こども2,300円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月2日
※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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 大門～岩国 呉線 三原～海田市
可部線 横川～あき亀山 芸備線 広島～東城
福塩線 福山～塩町

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（※土日祝のみ運航）

弓場汽船 三原港～大久野島（※土日祝のみ運航)、三原港～瀬戸田港

マルト汽船 三原港～瀬戸田港

大三島フェリー、休暇村大久野島 忠海港～大久野島

山陽商船・大崎汽船 竹原港～垂水港（大崎上島）、竹原港～白水港（大崎上島）

しまなみ海運

竹原港～めばる港（大崎上島）～一貫目港（大崎上島）～天満港
（大崎上島）～沖浦港（大崎上島）～明石港（大崎上島）～御手
洗港（大崎下島）～大長港（大崎下島）、明石港（大崎上島）～
小長港（大崎下島）

JR西日本宮島フェリー 宮島口桟橋～宮島港

瀬戸内シーライン 広島港～小用港（江田島）、小用港（江田島）～呉港

バス

トモテツバス 福山駅～鞆港

芸陽バス 竹原駅～フェリー前

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ・広島ﾊﾞｽ・広島電鉄 めいぷる～ぷ（全路線）
※ブルールートは、 毎週金・土・日・月曜日および祝日のみ運行（ただし、
5月3日、5月6日、7月1日～7月11日は運休）

７

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



8setowa周遊パス ⑦広島イーストパス / ⑧（ICOCAでGO）広島イーストパス

発売額 おとな3,600円、こども1,800円（税込み）（※「ICOCAでGO」はこどもの設定なし）

有効期間 2日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日（※「ICOCAでGO」は2022年3月1日~2022年6月30日）
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月1日（※2022年9月30日ご利用開始分まで発売）
※「ICOCAでGO」は2022年4月1日~2022年7月1日（2022年6月30日ご利用開始分まで発売）

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 広島~尾道
呉線 海田市~三原

船舶

瀬戸内クルージング 尾道港～瀬戸田港

弓場汽船 三原港～大久野島（※土日祝のみ運航)、三原港～瀬戸田港

マルト汽船 三原港～瀬戸田港

大三島フェリー
忠海港～大久野島

休暇村大久野島

観光施設 平山郁夫美術館

８

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



9setowa周遊パス ⑨広島ウエストパス
発売額 おとな3,400円、こども1,700円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間 2022年3月1日～2022年9月30日 ※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間 2022年4月1日～2022年10月1日 ※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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 海田市～岩国
呉線 呉～海田市

船舶

JR西日本宮島フェリー 宮島口桟橋～宮島港

瀬戸内海汽船

宮島港～呉港（ブルーライン）
（※４/２以降の土日祝のみ運航）
広島港～呉港
※ﾌｪﾘｰのみ利用可、ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ乗船の場合は

現地にて差額が必要

石崎汽船
広島港～呉港
※ﾌｪﾘｰのみ利用可、ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ乗船の場合は

現地にて差額が必要

瀬戸内シーライン
広島港～小用港（江田島）
小用港（江田島）～呉港
宮島港～広島港 広島港～三高港（江田島）

バス

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ・広島ﾊﾞｽ・広島電鉄 めいぷる～ぷ（全路線）
※ブルールートは、 毎週金・土・日・月曜日および祝日
のみ運行（ただし、5月3日、5月6日、7月1日～7月
11日は運休）

観光施設

大和ミュージアム

広島城

縮景園 写真提供：広島県

９

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



10setowa周遊パス ⑩山口セントラルパス 10

発売額 おとな3,500円、こども1, 750円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月1日
※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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 岩国～厚狭
岩徳線 岩国~櫛ケ浜
山口線 新山口～津和野
宇部線 全線
小野田線 全線
美祢線 全線
山陰線 長門市~東萩、長門市~仙崎

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



11setowa周遊パス ⑪山口ウエストパス

発売額 おとな3,200円、こども1,600円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2022年3月1日～2022年9月30日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年10月1日
※2022年9月30日ご利用開始分まで発売

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 新山口～下関
山陰線 東萩～幡生、長門市～仙崎
美祢線 厚狭～長門市

バス

サンデンバス 下関駅～長府駅
長門湯本温泉～センザキッチン

防長バス 長門市駅前～センザキッチン

ブルーライン交通 滝部駅～ホテル西長門リゾート入口
長門市駅～センザキッチン

船木鉄道 美祢駅～大田中央

船舶 関門汽船 関門連絡船 下関（唐戸）～門司港

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、周遊エリア内在来線特急の

乗車券として有効。

自由周遊区間

11



12setowa周遊パス ⑫四国アフターDC満喫きっぷ 12

発売額
おとな11,000円、こども3,000円（税込み）
※こどもは大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。
※こども用は、大人用と同時購入に限ります。

有効期間 3日間

発売期間
2022年4月1日～2022年6月26日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間
2022年4月1日～2022年6月28日までの土曜・日曜・祝日を1日以上含む連続する3日間
※2022年6月26日利用開始分まで発売

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660円の手数料が必要）

効力

鉄道

JR
（特急列車・普通列車の普通車自由席）

四国旅客鉄道会社線 全線
（宇多津～児島間を含む）

土佐くろしお鉄道
（特急列車・普通列車の普通車自由席）

中村・宿毛線 窪川～宿毛
ごめん・なはり線 後免～奈半利

バス
ジェイアール四国バス
（路線バス）

久万高原線 松山～久万高原
大栃線 土佐山田～美良布

※JR線、および土佐くろしお鉄道線の特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ
有効です。料金券を別途お買い求め下さい。

※サンライズ瀬戸号にはご乗車いただけません。
※JR四国バスは、路線バスのみ有効です。高速バスにはご乗車いただけません。

自由周遊区間



13四国アフターDC満喫きっぷ購入特典

四国アフターDC満喫きっぷ購入者には、「四国アフターＤＣ限定駅レンプランのお申込み」、および四国をぐ
るっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」の「旅ぱすポイントの優待購入」の特典がついています。

13

四国アフターＤＣ限定駅レンプランのお申込み
四国エリア内のJR駅レンタカーで「駅レンプランSクラス24時間」のプランが、
通常8,250円のところ2,000円（免責補償込）でご利用頂けます。
※四国アフターDC満喫きっぷをご購入のうえ、専用ページから
ご予約いただいた場合に限ります。

「しこくるり」旅ぱすポイントの優待購入
四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」で四国内の観光施設がおトクにご利用頂ける「旅ぱすポイント」を、
通常６ポイント2,500円のところ、2,200円で購入頂けます。
※優待購入は、四国アフターDC満喫きっぷ購入後にお知らせする「しこくるり優待」

専用ページからお申込みいただけます。
※「しこくるり」のサービス内容やポイントで利用できる施設などは以下URL、またはQRコード

からご確認下さい。
https://shikokururi.com

https://shikokururi.com/tabipass/


14（ICOCAでGO）setowa周遊パス 14

＜その他、注意事項＞（詳細はJRおでかけねっとの関連ページをご覧下さい）
・大人1名のみ購入が可能です（複数枚同時購入は頂けません。こどもの設定はありません）
・JRの自由周遊区間内外を跨いだご利用は頂けません。跨いだご利用はICOCAポイントの返金対象外になります。
（例）（ICOCAでGO）setowa岡山ウエストパス

倉敷駅（自由周遊区間内）→児島駅（自由周遊区間外）：ICOCAポイント返金対象外
※自由周遊区間内外を跨ぐ場合は、駅係員等に精算を申し出下さい。

・setowa周遊パスをご利用頂けるJR線以外の交通事業者はICOCAをご利用頂ける事業者であっても、チケット画
面での改札になります。（ICOCAをご利用頂いても返金対象外になります。）

・setowa周遊パスの自動改札機利用の実証実験を実施します（当社MaaS関連商品初！）
・JR線の自由周遊区間はお持ちのICOCAを使って自動改札機をご利用下さい。お支払いいただいた
運賃は、翌月末にICOCAポイントでお返しします。

・駅係員にチケット画面を見せずに、非対面・非接触でスイスイ利用でき、安心・便利です！

＜ご利用方法＞

①対象の商品を購入 ②setowaへお持ちのICOCA
番号の登録とICOCAポイント
サービスの利用登録を実施

③JR線の自由周遊区間は
登録したICOCAで利用
※一旦運賃を頂きます

④自由周遊区間内で利用し
た運賃は翌月末、ICOCAポ
イントで返金

プロフィール編集画面で
ICOCA番号を登録



15setowa周遊パス購入特典 「DISCOVER WEST パスポート」

setowa周遊パスには、購入特典として「DISCOVER WEST パスポート」がついています。
2022年度は観光案内所等での紙チケットへの引換なしに、参画施設での画面提示で特典が受けられます！

※パスポートのデザインは変更になる場合があります

15

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）
・広島城や大和ミュージアムなど観光施設の入館料割引
・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 パスポートの特典内容は
JRおでかけネットでご確認下さい。
https://www.jr-odekake.net/navi/discoverwest/passport/

＜利用方法＞
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「チケットを使う」を
タップし、参画施設にチケット画面を提示するだけ！

※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。

瀬戸内太郎様

2022.04.01

https://www.jr-odekake.net/navi/discoverwest/passport/

