
 

 

新年最初の運試し！？ 

      「大阪発サイコロきっぷ」の発売について 

 

 

 

 

 

 

２０２２年１２月２１日 

     西日本旅客鉄道株式会社 

 

 
 
 
ＪＲ西日本では、Z世代向け情報発信プラットフォーム「アオタビ」を開設し、Z世代をはじめとする若年層のお客様
に対して、西日本エリアの魅力発信に取り組んでいます。 
この度、サイコロで旅の行き先を決める「サイコロきっぷ」の第３弾「大阪発サイコロきっぷ」をＪＲ西日本ネット

予約「e5489」で発売いたします。今回は、現地でさらにお楽しみいただけるよう、WESTERアプリを使った企画や特典
等をご用意しています。ぜひ、新年は「大阪発サイコロきっぷ」で偶然から始まる運命的な旅にお出かけください。 
 

 １．おすすめポイント！  
○ １名様あたり１回 ５，０００円（往復運賃・料金、行先ごとの特典含む） 

     ※こどもの設定はありません。      
○ サイコロの出目は西日本エリアおすすめの３駅 ＋ レア駅「博多」の計４駅！ 

    【サイコロの出目】加賀温泉（福井）、出雲市（米子）、湯田温泉（新山口）、博多  
     ※大阪市内発着のみの発売です。（  ）内の駅では途中下車が可能です。 

 ※サイコロの出目が「湯田温泉」だった場合、レア駅「博多」があたる可能性が！ 
※各方面の確率は、加賀温泉1/3、出雲市1/3、湯田温泉2/9、博多1/9です。 

   ○ エントリー期間は 2023年１月 10日（火）～２月５日（日） 
  ・発売期間：2023年１月10日（火）～２月12日（日） ※ご利用開始日の１ヶ月前から当日まで発売 
  ・利用期間：2023年１月11日（水）～２月14日（火）の連続する３日間 ※２月12日（日）利用開始分まで発売 

     ※エントリーには、１名様あたり１回4,500円が必要です。エントリー完了後に購入いただく「大阪発サイコ 
ロきっぷ（500円）」とあわせて5,000円です。 

※エントリーは有料です。エントリー後の払戻しはできません。変更には一部制限があります。 
     ※エントリー完了後、「大阪発サイコロきっぷ」はすぐにご購入いただけます。 
   ○ 仲間と一緒に旅ができる！！ 
     同時に３名様分までご購入可能です。※きっぷは人数分必要です。 

※１名様につき１回のみエントリー可能です。 
   ○ WESTERアプリで楽しむ企画やおトクな特典（一部有料）をセットでご提供！！ 

・出目の旅先でお楽しみいただけるデジタルスタンプラリーを実施します。 
・特定の日時で旅先でのおもてなしをご用意しております（別紙１参照）。 
・地域の観光施設や飲食店など、旅先で受けられる特典（観光施設の入場料割引や飲食店の料金割引など）を 
ご用意しております（別紙２参照）。 

   ○ 出目によっては「駅レンタカー」の特別価格キャンペーンも！ 
・「大阪発サイコロきっぷ」ご利用のお客様にお得なプランをご用意しています（※事前予約制 ※ 台数に限りがあり、 
満車の場合はご利用いただけない場合がございます）。 
詳細については専用ページ（12/22以降準備出来次第開設します）をご確認ください。 

   ○ 「大阪発サイコロきっぷ」のご利用に便利な臨時列車を運転しております。 
     ・詳細は、以下をご確認ください。 

「北陸新幹線・在来線特急 臨時列車の追加運転のお知らせ」 2022年11月17日ニュースリリース 
 https://www.westjr.co.jp/press/article/2022/11/page_21320.html 
「2022年【冬】の運転計画について」 2022年10月21日ニュースリリース 

       https://www.westjr.co.jp/press/article/2022/10/page_21133.html 
 
２．その他 

・J-WESTネット会員登録（無料）、WESTERアプリ（無料）のダウンロードが必要です。 
 ※WESTERアプリをご利用いただけるスマートフォンをご用意ください。 
・エントリー（有料）および「大阪発サイコロきっぷ」のお支払いはクレジットカードのみです。 
・発売・ご利用条件・特典等、詳しくは「大阪発サイコロきっぷ」専用サイトで必ずご確認ください。 

【ＵＲＬ】 https://www.jr-odekake.net/aotabi/feature/dice 
 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2022/11/page_21320.html
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実施日：2023年1月14日（土）、1月21日（土） 
      1月28日（土）、2月11日（土） 
時  刻：サンダーバード21号 加賀温泉14:29着 
      サンダーバード23号 加賀温泉14:59着 
      の到着時間帯 
場  所：加賀温泉駅 
内  容：①ご当地キャラ（すぱクロ・かもやん）による 
        お出迎え 
      ②パンフレット等の配布 

加賀温泉駅 新山口駅（湯田温泉） 

出雲市駅 米子駅 

実施日：2023年1月14日（土） 
時  刻：9:30～13:00（予定） 
場  所：出雲市駅 
内  容：リアルサイコロイベントを開催 
      出雲縁結びポケット人生ゲーム、美肌グッズ、 
      ご縁箸等の地元関連商品等をプレゼント 

① リアルサイコロイベント 
実施日：2023年1月15日（日） 
時  刻：8:30～12:00（予定） 
場  所：米子駅 
内  容：松葉ガニ、星空舞、温泉の素（皆生）等の地元 
      関連商品等をプレゼント 

実施日：2023年1月14日（土） 
時  刻：9:00～12:00（予定） 
場  所：新山口駅 
内  容：①リアルサイコロイベントを開催 
        出た目によって、湯田地区宿泊助成券が当たる 
        ガラポン抽選会への参加や地元関連ノベルティ 
              等をプレゼント 
      ②湯田温泉のマスコットキャラクターゆう子ちゃんに 
        よるお出迎え 

「大阪発サイコロきっぷ」旅先でのおもてなし 
※参加には、「大阪発サイコロきっぷ（かえり券）」のご提示が必要です。 

② 「米子駅扇形機関庫」特別公開 
実施日：発売期間中、毎週金曜日 
場  所：米子駅扇形機関庫 
申  込：山陰観光連盟TwitterへのDM送付で 
      各日先着20名程度参加できます 

別紙１ 

【共通のご案内】 
新型コロナウイルスの感染状況、当日の天候等によりやむを
得ずおもてなしが中止・変更になる場合がございますので、 
あらかじめご承知おきください。 



「大阪発サイコロきっぷ」特典一覧 別紙2
・「大阪発サイコロきっぷ」に含まれる特典です（一部有料です）。

・特典利用にあたり購入・利用金額の条件がある場合は、一人あたりの金額（税込）です。

【特典のご利用方法】

2022年12月現在の情報です。

県 施設名 特典内容 画像 アクセス 公式HP 特記事項

山中温泉総湯
入湯料半額

460円→230円

JR加賀温泉駅から加賀周遊

バス　キャンバス山まわり線に乗

車、「山中温泉 菊の湯･山中

座」バス停からすぐ。

https://www.tabimati.net/sp

ot/detail_185.html

片山津温泉総湯
入湯料半額

460円→230円

JR加賀温泉駅から加賀周遊

バス　キャンバス海まわり線もし

くは小松空港線に乗車、「片

山津温泉 総湯」バス停からす

ぐ。

https://sou-yu.net/

山代温泉総湯
入湯料半額

460円→230円

JR加賀温泉駅から加賀周遊

バス　キャンバス山まわり線に乗

車、「山代温泉総湯・古総湯」

バス停から約100m

https://yamashiro-

spa.or.jp/spa/

山代温泉古総湯
入湯料半額

500円→250円

JR加賀温泉駅から加賀周遊

バス　キャンバス山まわり線に乗

車、「山代温泉総湯・古総湯」

バス停からすぐ

https://yamashiro-

spa.or.jp/spa/

島根 出雲市駅観光案内所
ご縁飴（1袋2個入り）

プレゼント

JR出雲市駅改札口を出て右

側すぐ

https://www.izumo-

kankou.gr.jp/5279

湯田温泉観光回遊拠点施設

［狐の足あと］
足湯入浴料100円割引 JR湯田温泉駅から徒歩8分 https://www.yuda-onsen.jp/

中原中也記念館 入館料100円割引 JR湯田温泉駅から徒歩9分 https://chuyakan.jp/

串蔵 ファーストドリンクサービス JR湯田温泉駅から徒歩1分
http://www.kushizou2002.co

m/

Agri Kitchen（アグリキッチン）

ランチ：おひとり様につき1,000

円以上の飲食でワンドリンクサー

ビス

ディナー：おひとり様につき

2,000円以上の飲食でワンドリ

ンクサービス

JR湯田温泉駅から徒歩1分 https://agri-kitchen.com/

ひにけに珈琲
店内で飲食された方、お会計か

ら50円引き
JR湯田温泉駅から徒歩5分

https://instagram.com/hinike

nicoffee?igshid=YmMyMTA2

M2Y=

・新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間等が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。

石川

山口

・「大阪発サイコロきっぷ」の予約完了メールに記載のURLから会員サポートページにアクセスしてください。会員サポートページの「お知らせ」からWESTERアプリ内の「大阪発サイコロきっぷ」デジタルスタンプラリーに移動し、

表示されているクーポンと人数分の「大阪発サイコロきっぷ」のかえり券を提示してください。

https://www.tabimati.net/spot/detail_185.html
https://www.tabimati.net/spot/detail_185.html
https://sou-yu.net/
https://yamashiro-spa.or.jp/spa/
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https://www.izumo-kankou.gr.jp/5279
https://www.izumo-kankou.gr.jp/5279
https://www.izumo-kankou.gr.jp/5279
https://www.yuda-onsen.jp/
https://chuyakan.jp/
http://www.kushizou2002.com/
http://www.kushizou2002.com/
https://agri-kitchen.com/
https://instagram.com/hinikenicoffee?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/hinikenicoffee?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/hinikenicoffee?igshid=YmMyMTA2M2Y=


寿司正 ワンドリンクサービス JR新山口駅から徒歩7分
http://kappousushimasa.com

/

回転寿司たかくら あら汁または貝汁サービス JR新山口駅から徒歩3分
https://www.takakura-

ltd.com/

福岡市内＋太宰府ライナーバス「旅

人」

1日フリー乗車券

大人券（通常1,600円→

1,000円）

小人券（通常800円→500

円）

【販売箇所】

博多バスターミナル3階きっぷう

りば

https://www.nishitetsu.jp//b

us/jyousha/cityfree_tabito/

大宰府ライナーのりば：博多バスターミナル

11番のりば

福岡タワー

展望料金20%割引

大人800円→640円

小・中学生500円→400円

幼児(4歳以上)200円→160

円

博多バスターミナルから西鉄バ

ス（306番）で約25分、「福

岡タワー」下車

https://www.fukuokatower.c

o.jp/

おみやげ本舗博多

1,000円以上ご購入のお客様

に「めんべい1袋(2枚)」プレゼン

ト

博多駅新幹線中央改札口出

てすぐ

https://sn-

fukuoka.com/publics/index/6

7/

博多駅・博多いきいき通り

「博多もつ鍋やまや　博多店」

17時以降2,500円以上ご利

用のお客様に「やまや めんたい

海苔」プレゼント

博多駅西高架下1F博多（い

きいき通り）

https://restaurant-

yamaya.com/brand/motsu/re

staurant/hakata

博多駅・博多いきいき通り

「博多くろがね　本店」

1,000円以上のご利用のお客

様に「博多生餃子4個」プレゼン

ト

博多駅西高架下1F博多（い

きいき通り）

https://kurogane-

honten.owst.jp/

博多港～壱岐島への航路

ジェットフォイル(高速船)乗船料

金10％割引

（大人往復通常10,260円→

9,240円）

または

フェリー乗船料金20%割引

（大人往復5,040円→4,040

円)

※別途燃料油価格変動調整

金が必要となります

JR博多駅前よりバス約15分、

「博多ふ頭」下車
https://www.kyu-you.co.jp/

※記載の料金には燃料油価格変動調整金

（フェリー1,320円（片道）またはジェット

フォイル2,160円（片道））が含まれており

ません。また、政府の激変緩和措置により当

該調整金が低廉になることもございます。決ま

り次第、九州郵船HPにてご案内いたします。

石川

福井

鳥取

島根

山口

駅レンタカー

特別価格キャンペーン

SクラスもしくはKクラスの1暦日利用料

金：3,900円

※出目が「加賀温泉、出雲市、湯田

温泉」のお客様に限ります。

※加賀温泉駅営業所、福井駅営業

所、出雲市駅営業所、米子駅営業

所、新山口駅営業所にて貸し出しす

る場合に限ります。

※事前予約が必要です。

※台数に限りがあり、満車の場合はご

利用いただけない場合がございます。

各営業所については駅レンタ

カー＆リースのHPにてご確認く

ださい。

12/22以降準備でき次第公開

福岡

山口

http://kappousushimasa.com/
http://kappousushimasa.com/
https://www.takakura-ltd.com/
https://www.takakura-ltd.com/
https://www.nishitetsu.jp/bus/jyousha/cityfree_tabito/
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https://www.fukuokatower.co.jp/
https://www.fukuokatower.co.jp/
https://sn-fukuoka.com/publics/index/67/
https://sn-fukuoka.com/publics/index/67/
https://sn-fukuoka.com/publics/index/67/
https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu/restaurant/hakata
https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu/restaurant/hakata
https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu/restaurant/hakata
https://kurogane-honten.owst.jp/
https://kurogane-honten.owst.jp/
https://www.kyu-you.co.jp/


「大阪発サイコロきっぷ」で「出雲市」が出て、出雲市内または米子市内で宿泊をお考えのお客様

・特典利用の条件については、一人あたりの金額です。

【特典のご利用方法】

・「大阪発サイコロきっぷ」のかえり券と対象宿泊施設の宿泊日がわかる領収書等を指定箇所で提示を提示してください。
2022年12月現在の情報です。

県 施設名 特典内容 画像 アクセス 公式HP 特記事項

山陰観光連盟

「平日宿泊キャンペーン」

平日限定で出雲市内に宿泊

（5,000円／人以上）で

500円分／泊の

お買物券プレゼント

（先着4,000枚）

※出雲市駅セブンイレブン、アト

ネスいずもで利用可

※大阪発サイコロきっぷ（かえり

券）と対象宿泊施設の宿泊日

がわかる領収書等を出雲市駅

観光案内所で提示

JR出雲市駅改札口を出て右

側すぐ

出雲市駅レンタサイクル貸出無料

との併用は不可

出雲市駅レンタサイクル貸出無料

期間中に出雲市内に宿泊

（5,000円／人以上）で普通

自転車、電動自転車を無料で

貸出

※大阪発サイコロきっぷ（かえり

券）と対象宿泊施設の宿泊日

がわかる領収書等を出雲市駅

観光案内所で提示

■出雲市駅観光案内所

JR出雲市駅改札口を出て右

側すぐ

■出雲市駅東駐輪場

JR出雲市駅北口を出て東側

に徒歩2分

山陰観光連盟「平日宿泊キャンペーン」

との併用は不可

注）出雲市駅東駐輪場以外に返却された

場合は、別途1,040円必要です

山陰観光連盟

「平日宿泊キャンペーン」

平日限定で米子市内に宿泊

（7,500円／人以上）で

500円分／泊の

お買物券プレゼント

（先着4,000枚）

※米子駅セブンイレブン、おみや

げ楽市で利用可

※大阪発サイコロきっぷ（かえり

券）と対象宿泊施設の宿泊日

がわかる領収書等を米子市国

際観光案内所で提示

JR米子駅前だんだん広場前の

米子市国際観光案内所

米子市ICOCAポイントキャンペーン

との併用可能

米子市ICOCAポイントキャンペーン

期間中に米子市内に宿泊

（5,000円／人以上）で

ICOCAポイント2,000ポイント

プレゼント

（先着10,000名）

※大阪発サイコロきっぷ（かえり

券）と対象宿泊施設の宿泊日

がわかる領収書等を米子市国

際観光案内所で提示

JR米子駅前だんだん広場前の

米子市国際観光案内所

山陰観光連盟「平日宿泊キャンペーン」

との併用可能

※詳細は準備でき次第「山陰観光連盟HP」

でご案内します。

「大阪発サイコロきっぷ」で「出雲市」が出たお客様

2022年12月現在の情報です。

県 施設名 特典内容 画像 アクセス 公式HP 特記事項

島根 アトネスいずも 特産品があたる抽選券配布 JR出雲市駅改札口を出てすぐ
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/iz

umo/

・出雲市駅観光案内所で特典の「ご縁飴」と

一緒に抽選券をお渡し

・必要事項を記載し、アトネスいずもに設置の

抽選受付箱に投稿

・抽選で20名様に

「海産セット」・「出雲の地酒」・「出雲そばぜん

ざい等詰合」のうち１点をプレゼント

※写真は海産セットのイメージ

島根

鳥取

・地元の特産品があたる抽選券の配布がございます。

・出雲市内もしくは米子市内で宿泊されるお客様限定で、以下の特典がございます。人数には限りがございますので、あらかじめご理解ください。

https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/y

onago/

https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/iz

umo/

https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/izumo/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/izumo/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/yonago/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/yonago/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/yonago/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/izumo/
https://www.saninji.jp/nostalgic/dice/izumo/
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［大限市内発着］
※その他の区間設定はありません。

※途中下車の取り扱いには条件が
　ございます。

仲闇と一緒に
旅力qできる1
※きっぷは人数分必要です。

※3名様まで購入可能
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　　　　　⑮サイコロの出た目（旅先）までの⑮

往復」R（新幹線・特急列車）普通車指定席が利用できるきっぷ。
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」R西日本ネット予約
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2。23年1XlO［ve］．2XS旧爵蒜鳳驚耀」1抽 20n年1　／11［水］＋2×14［史］の

連続する3日間※2／12（・）U・利用開始分ま・発売

お楽しM上〔D注意
■」－WESTネット会員登録（無料）、WESTERアプリ（無料）のダウンロードが必要となります。■お支払いはクレヲットカードのみです。

■各方面の確率は、加賀温泉1／3、出雲市1／3、湯田温泉2／9、博多1／9です。■エントリーは有料です。エントリー後の払戻しはできません。
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