
 

 

2 0 2 2 年 7 月 1 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

「DISCOVER WEST mall」お中元・夏ギフトのご紹介 

 

西日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ西日本」）は 2022 年３月１日（火）に開設した地域産品 EC サ

イト「DISCOVER WEST mall」（ディスカバーウエストモール）において、「お中元・夏ギフト特集」を 2022 年 7

月 1 日（金）から 7 月 31 日（日）まで実施します。  

日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを込めて贈るお中元。「DISCOVER WEST mall」が自信をもって

おすすめする 50 種類の逸品を特集ページでご紹介。地産地消のフルーツを使ったジャムやシードル、瀬戸内や日

本海の恵みが詰まった海鮮セットなど JR 西日本の沿線の逸品を産地直送でお届けします。 

さらには対象商品を 5,500 円以上(税込)お買い上げで送料が無料となるキャンペーンも！  

ぜひこの機会に「DISCOVER WEST mall」で大切な人へ、一味違う夏を贈ってみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キャンペーン特設ページ https://dwmall.westjr.co.jp/shop/e/e1010/） 

 

「DISCOVER WEST mall」について 

西日本発の地域の逸品を数多く取り揃えている JR 西日本公式オンラインショップ。 

ご当地グルメ、お酒、鉄道グッズなどをご紹介しています。 

https://dwmall.westjr.co.jp/shop/e/e1010/


■キャンペーン概要 

１. お中元・夏ギフトにおすすめ商品一例 

 ■商品一例 

               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

２. 送料無料キャンペーン 

期間中、お中元・夏ギフト対象商品を 5,500 円(税込)以上お買い上げで送料無料に！ 

対象期間：7/1（金）10:00～7/31（日）23:59 
対象商品：「お中元・夏ギフト特集」ぺージに掲載の商品（別紙参照） 

 
ＪＲ西日本グループの地域共生の取り組みについて 

私たちはこれからも沿線地域の皆様と一体となって 

魅力的で持続可能な地域づくりに取り組み、 

人々の出会いと笑顔あふれる暮らしを支えます。 

https://www.westjr.co.jp/company/action/region/ 

 

 

 

【JR 西日本限定】 

はせい「選味・ひら天 詰合せ」 

今回ご案内の取り組みは、SDGｓの 17 のゴールのうち、特に 8 番、9 番、11 番に貢献するものと考えています。 

【JR 西日本限定】 

「セイコ蟹３種セット」 

【JR 西日本限定】 

平翠軒「洋を楽しむごちそう箱」 

【JR 西日本限定】 

蝶鮫屋「キャビアセット」 

https://www.westjr.co.jp/company/action/region/


■お中元＆夏ギフト特集送料無料対象リスト　7/1-7/31
商品名 サイトＵＲＬ

1 岡山海苔天プレーン・カレー味・わさび味/各3袋セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJG00029/

2 洋を楽しむごちそう箱 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00003/

3 和を楽しむごちそう箱 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00004/

4 下津井真だこ一夜干し(約600g) https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00005/

5 三宅商店カフェ工房ジャム＆焼き菓子 ギフトセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00008/

6 三宅商店カフェ工房ジャム6本　ギフトセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00009/

7 噂の生どら5個セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00023/

8 噂の生どら10個セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00024/

9 噂の生どら15個セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00025/

10 天然とらふぐ贅沢セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00038/

11 特製とらふぐお試しセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00040/

12 深廣×JR西日本限定特別海鮮セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00041/

13 猪・鹿おゝみやジャーキーセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00073/

14 おゝみやジャーキーセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00074/

15 猪ハモンセラーノセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00075/

16 すき焼きセット～丹波地玉「せせらぎ卵」10個と兵庫県但馬産黒毛和牛雌牛「太田牛」200g https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00078/

17 京たんくろ和牛焼肉（500ｇ） https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00117/

18 京たんくろ牛すき焼き・しゃぶしゃぶ（500ｇ） https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00118/

19 熟成バターケーキ「ルートヴィヒⅡ世PRAMIE」セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00153/

20 バターケーキ「ルートヴィヒⅡ世」 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00154/

21 がんね栗衛門　化粧箱入り110gサイズ×3本入り https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00157/

22 がんね栗衛門　40gサイズ×12個入り https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00158/

23 瀬戸田レモンケーキ　島ごころ　１０個入 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00163/

24 蝶鮫屋 A級グルメセット　A https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00179/
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25 蝶鮫屋 A級グルメセット　B https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00180/

26 蝶鮫屋 A級グルメセット　C https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00181/

27 蝶鮫屋ギフト　アソート2種セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00182/

28 新見キャビアバター2種(プレミアム＆クチナシ)セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00187/

29 新見キャビアバター2種(プレミアム＆トマト)セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00188/

30 蝶鮫屋×JR西日本限定キャビアセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00192/

31 はせい　モグシーセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00193/

32 はせい　瀬戸内かまぼこセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00194/

33 はせい×JR西日本限定備前焼かまぼこセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00195/

34 はせい　養老かまぼこセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00196/

35 JR西日本限定　はせい　選味・ひら天　詰合せ https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00242/

36 信和×JR西日本限定たこたこセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00199/

37 JR西日本限定　セイコ蟹3種セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00230/

38 セイコ蟹のテリーヌ50g×3 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00231/

39 セイコ蟹のテリーヌ90g×2 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00232/

40 京のパスタソース＆ドレッシングセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00233/

41 蟹の珠30g×2 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00234/

42 京野菜と魚介のアスピック風3種 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00235/

43 丹後の蒸し煮鮑 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJR00236/

44 山口産りんごを使用したやまぐちシードル  UMI＆YAMA飲み比べセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00003/

45 山口産りんごを使用したやまぐちシードル  UMIシードル 750ml https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00004/

46 雑賀　純米大吟醸・辛口純米吟醸・山廃純米　飲み比べセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00017/

47 福美人純米のみくらべ甘辛セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00036/

48 人気練り物アヒージョセット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00050/

49 舞美人飲み比べ小瓶セット https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00061/

50 浄酎・琥珀浄酎 180ml × 3本セット【3種飲み比べ】 https://dwmall.westjr.co.jp/shop/g/gJT00065/
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