
 

 

 

 

「setowa周遊パス」の継続発売について 
 

２ ０ ２ 2 年 ８ 月 2 9 日 
 西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 
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、現在発売中の setowa 周遊パス

（10 商品）の一部商品の内容を改定し、継続して発売します。またお持ちの ICOCA で自動改札機をご利
用頂ける「（ICOCA で GO）setowa 周遊パス」の発売、および 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「新幹線と
setowa でおトク！山口エリア周遊キャンペーン」も、引き続き実施いたします。 

「setowa」では、旅の予約やチケットの購入・利用を PC・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「setowa」をご利用ください！ 
 
１．商品概要 

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 

岡山ワイドパス 岡山県全域 4,200円 3 日間 

2022 年 9 月 1 日 
~  

2023 年３月 3１日 

2022 年 10 月１日 
~2023 年４月 2 日 

岡山イーストパス 
＜今回改定＞ 

岡山市内・ 
倉敷・日生・牛窓 

2,000円 2 日間 

2022 年 10 月１日 
~2023 年４月 1 日 岡山ウエストパス 

岡山市内・倉敷・
福山・尾道 

3,200円 2 日間 
(ICOCA で GO) 
岡山ウエストパス 

広島ワイドパス 広島県全域 4,600円 3 日間 
2022 年 10 月１日 
~2023 年４月 2 日 

広島イーストパス 
尾道・三原・ 

竹原・大久野島 
3,600円 2 日間 

2022 年 10 月１日 
~2023 年４月 1 日 

 

(ICOCA で GO) 
広島イーストパス 

広島ウエストパス 
広島市内・ 

宮島・呉・岩国 
3,400円 2 日間 

山口セントラルパス 
萩・津和野・ 
秋吉台・岩国 

3,500円 2 日間 

山口ウエストパス 
下関・ 

長門・美祢 
3,200円 2 日間 

 
※各商品とも setowa で発売します（JR 西日本ネット予約「e5489」、駅のみどりの窓口では発売しません）。 
※ご利用日の 1 か月前の 10 時から当日まで発売します。 
※こどものおねだんは、おとなの半額です（5 円のは数は切り捨てます）。 
※きっぷの効力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。 
※その他、2022 年度通年商品の「岡山香川ワイドパス」、「デジタル四国フリーきっぷ」も発売中です。是非ご

利用下さい！ 
 
 



 

＜主な変更点、おすすめポイント＞ 
・岡山イーストパスについて、日生や牛窓など岡山東部エリアをよりおトクに周遊いただけるよう、商品内容なら
びにおねだんの見直しを実施します。 
・本年 4 月から発売しております、「(ICOCA で GO)岡山ウエストパス」「(ICOCA で GO)広島イーストパス」
について、ご好評につき 10 月以降も継続発売いたします。お持ちの ICOCA で自動改札機を利用でき、大
変便利です。 
・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エリアの周遊パスの購入で、ICOCA ポイントを
1000pt プレゼントする「新幹線と setowa でおトク！山口エリア周遊キャンペーン」についても 2023 年 3
月 31 日利用開始分まで継続します。この機会に是非 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。 

・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」がついています。 
 
 

 

 

今回ご案内の取り組みは、SDGs目標の 7番、8番、11番に貢献するものと考えています。 

 

 
 



12022年10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10商品継続発売します。
※岡山イーストパスについて、日生や牛窓など岡山東部エリアをよりおトクに周遊いただけるよう、商品
内容ならびにおねだんの見直しを実施！

※2022年度通年商品の「岡山香川ワイドパス」「デジタル四国フリーきっぷ」も発売中
・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」についても、好評につき、継続発売します。

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デジタル四国フリーきっぷ



22022年10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 岡山市内・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 3日間

2022年9月1日
~2023年3月31日

2022年10月1日
~2023年4月2日

③岡山イーストパス
（今回改定）

岡山市内・倉敷
日生・牛窓

（エリア変更）

2,000円
（価格変更） 2日間

2022年10月1日
~2023年4月1日④岡山ウエストパス

⑤（ICOCAでGO）
岡山ウエストパス

岡山市内・倉敷
福山・尾道 3,200円 2日間

⑥広島ワイドパス 広島県全域 4,600円 3日間 2022年10月1日
~2023年4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

2日間
2022年10月1日
~2023年4月1日⑨広島ウエストパス 広島市内・

宮島・呉・岩国 3,400円

⑩山口セントラルパス 山口市内・
秋吉台・萩・岩国 3,500円

⑪山口ウエストパス 下関・長門・美祢 3,200円

⑫デジタル四国
フリーきっぷ 四国全域 16,000円 3日間

2022年4月1日
~2023年3月31日

2022年4月1日
~2023年4月2日



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

2022.10.1

2022年度通年商品



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9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10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 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（東備バス） JR西大寺駅～牛窓（神崎経由 南まわり）

※ 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

2022.10.1



5setowa周遊パス ③岡山イーストパス ５

発売額 おとな2,000円、こども1,000円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2022年9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10月1日～2023年4月1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 三石～倉敷
伯備線 倉敷～総社
桃太郎線 岡山～総社
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 両備バス（東備バス） JR西大寺駅～牛窓（神崎経由 南まわり）

観光施設

語らい座 大原本邸

おかでんミュージアム

牛窓海遊文化館（入館料割引） 通常入館料から大人100円引・学生50円引

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

2022.10.1

写真提供：瀬戸内市観光協会



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9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10月1日～2023年4月1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～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（3月12日（土）～11月20日（日）ま
での土日祝のみ運航）

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

2022.10.1



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9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10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 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（2022年3月12日（土）～2022年11月20日（日）
までの土日祝のみ運航）

弓場汽船
三原港～大久野島（※土日祝のみ運航、12月26日～1月5日は運休)、
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

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

2022.10.1



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9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10月1日～2023年4月1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 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、12月26日～1月5日は
運休)、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

2022.10.1



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9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10月1日～2023年4月1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 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）
（※11/27までの土日祝のみ運航）
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

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

2022.10.1



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9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10月1日～2023年4月1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 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

2022.10.1



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9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10月1日～2023年4月1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 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

2022.10.1



12setowa周遊パス ⑫デジタル四国フリーきっぷ 12

発売額 おとな16,000円、こども8,000円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2022年4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

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

2022.10.1

デジタル四国フリーきっぷ

2022年度通年商品



13（ICOCAでGO）setowa周遊パス 13

＜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。）

・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



①「setowaへのJ-WEST IDおよびICOCA番号の登録」、「setowaに登録したICOCA番号に対する、
ICOCAポイントサービス利用登録」を済ませ、対象期間中に、setowaで「山口セントラルパス」、「山口
ウエストパス」を購入

②対象期間中（①で購入した周遊パスのご利用開始日当日を含む前3日間）における、対象区間の新
幹線をe5489もしくはエクスプレス予約で予約
対象商品は以下の通りです。
e5489：通常のきっぷ、eきっぷ
エクスプレス予約：全商品
対象区間：新幹線の乗車区間が発駅「東京-岡山」「博多ー鹿児島中央」、着駅「新岩国ー新下関」

14新幹線とsetowaでおトク！山口エリア周遊キャンペーン 14

＜キャンペーン内容＞
対象期間中に以下の条件を達成したお客様に

対象期間中に「e5489」または「EX予約（J-WESTカードエクスプレス)」で山口方面への新幹線を予約
し、現地の周遊パスを購入いただくと、1人あたりICOCAポイント1,000ポイントプレゼント！

※エクスプレス予約は、J-WESTカード「エクスプレス」会員の方に限ります。スマートEXは対象外です。
※料金券(特急券等)のみのご利用は対象外です。
※新幹線の復路予約が周遊パスのご利用開始日よりも前の場合は、ポイント付与の対象外となります。
※「setowaでのJ-WEST IDおよびICOCA番号の登録」、「setowaに登録したICOCAに対する、ICOCAポイントサービスの利用登

録」は、周遊パスご利用日の当月中に完了してください。翌月となった場合は、ポイント付与の対象外となります。
※ポイント還元は、周遊パスご利用開始日の翌月中を予定しています。
※事前エントリーは不要です。

対象期間：2022年4月1日利用開始分～2023年3月31日(延長) 利用開始分まで



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。
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

2022.10.01

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

