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西日本旅客鉄道株式会社 
 

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」第 19期の販売等に関するお知らせ 

～「瑞風ラウンジ」再開と「立ち寄り観光地」の新設、オリジナル日本酒の販売～ 
 

 

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」につきまして、第 19期（2023年 8月～9月）出発分を販売す

ることが決まりましたのでお知らせいたします。なお、同期から「瑞風ラウンジ」でのサービ

スを再開するとともに、一部コースで立ち寄り観光地を新設いたします。加えて、2023 年 3

月より瑞風にご乗車いただいたお客様限定で、瑞風オリジナル日本酒シリーズの第 3 弾を販

売いたします。瑞風の新たな魅力をぜひお楽しみください。 
 

１ 「瑞風ラウンジ」の再開 

京都駅に直結している「ホテルグランヴィア京都」15階の

「瑞風ラウンジ」でのサービスを第 19 期から再開し、瑞風

ならではの様々なおもてなしをご提供いたします。 

また、再開に合わせて、各コース「下り」の出発、「上り」

の到着、「周遊」の出発・到着はいずれも京都駅とします。 

旅のはじまりや終わりにふさわしい特別なひとときをお過

ごしください。 

 

２ 「立ち寄り観光地」の新設（山陰コース（下り）） 

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」では、各コースとも 1日 1回の立ち寄り観光をご用意してお

ります。第 19期より山陰コース（下り）1日目の立ち寄り観光地を変更し、新たに城崎温泉

の「温泉寺」を訪ねます。 

■ 高野山真言宗 末代山 温泉寺 
聖武天皇より「城崎温泉の守護寺」として賜わった山号・寺号を冠し、天平 10年（738）

の開創以来、約 1300年にわたり城崎温泉とその入湯客を見守ってきた名刹。奈良県長
谷寺の観音様と同木同作の由緒正しき十一面観音像を御本尊とする。 

 

 

▲瑞風ラウンジ（イメージ） 

開祖 道智上人 
温泉寺の開祖・道智上人は、衆生済度の大願を発して諸国をめぐり、養老元年に城崎の地に

到着。当所鎮守・四所明神の神託による一千日間の修行の功徳により温泉が湧出し、城崎温泉
が開かれた。 



■ 立ち寄り観光の内容 
温泉寺御本尊にまつわる「温泉寺縁起図（海北友竹 筆）」について、同寺の小川住職

が絵解き形式で解説。仏縁の不思議や街の歴史を感じていただきます。講話後は、新旧
の魅力が共存する街並みの自由散策をお楽しみください。 

 

 

※ 山陰コース（下り）1 日目の立ち寄り観光地は、期により異なります（城崎温泉あるいは香
住）。第 20期の立ち寄り観光地は香住とする予定です。 

 

３ オリジナル日本酒の限定販売 

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は「美しい日本をホテルが走る。」のコンセプトのもと、沿線

地域の歴史や文化、食といった魅力を旅の中でお伝えしてまいりました。また、ご自宅でも

瑞風沿線の逸品をお楽しみいただけるよう、ご乗車のお客様を対象に「TWILIGHT EXPRESS 瑞

風」お客様限定グッズを販売しています。この度、瑞風オリジナル日本酒シリーズの第 3 弾

として、香住鶴株式会社様と連携した「生酛  雫酒  純米大吟醸  G2. 20」を新たに限定販

売いたします。 

地元兵庫県の最高級酒米を使用し、瑞風のために仕立てられた特別な逸品を、ぜひお楽し

みください。 

（１）商品概要 
① 商品名 

生酛  雫酒  純米大吟醸  G2.20 
② 特長 

最高級酒米と評される兵庫県産・特 A地区 山田錦の特上米を、通
常より更に粗い 2.20mm の篩い目で半量になるまで厳選し、仕立てら
れた特別なお酒です。粒の大きい良質な米のみで醸された、豊潤で
なめらかな旨味や上質な香りをお楽しみください。 

③ 販売価格 
720ml  33,000円（税込） 

 

温泉寺 薬師庵（写真左）、薬師堂（写真右） 
温泉寺縁起図（海北友竹 筆） 

※講話時の展示はレプリカです。真筆は温泉寺

本堂に安置されており、ご希望の方は自由散策

時に拝観いただけます。 

（イメージ） 



（２）製造者 
① 社 名 香住鶴株式会社 
② 所在地 〒669-6559 兵庫県美方郡香美町香住区小原 600-2  
③ 代表者 福本 和広 (10 代目) 
④ 概 要 1725 年創業。地元兵庫県の良質な酒米を使い、但馬流「生酛（きもと）造り」

「山廃仕込」で醸造する日本酒は、国内のみならず海外でも評価されています。 
 

（３）販売情報 
① 販売開始 2023年 3月 6日（月） 
② 販売本数 限定 100本 
③ 対象の方 「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」にご乗車のお客様 
④ 販 売 者 ジェイアール西日本商事 
⑤ 販売方法 JR西日本公式オンラインショップ「DISCOVER WEST mall(DWモール)」内 

 

４ 第 19期の販売 

（１）販売内容 

・ 2023年 8月 2日(水)から 9月 27日(水)出発分を販売いたします。 

・ 「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の旅は、全て旅行商品として販売し、専用窓口「TWILIGHT 

EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」で販売するほか、主な旅行会社での販売を予定しておりま

す。 

(２)「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」が販売を行う旅行商品 

＜出発日とコース＞ 

 
 

コース 旅程 運行区間 出発日 

山陰コース（下り） 
～名湯の地と維新の歴史をたどる旅～ 

1泊 2日 
片道 

京都 → 下関 
8月 19日 

9月 2日、9日 

山陰コース（上り） 
～神話と自然美に触れる旅～ 

1泊 2日 
片道 

下関 → 京都 
8月 7日、21日 

9月 4日、11日、18日 

山陽コース（下り） 
～せとうちの歴史に触れる旅～ 

1泊 2日 
片道 

京都 → 下関 
8月 26日 

9月 23日 

山陽コース（上り） 
～せとうちの美を愛でる旅～ 

1泊 2日 
片道 

下関 → 京都 8月 28日 

山陽・山陰コース（周遊） 
～西日本の原風景を堪能する旅～ 

2泊 3日 
周遊 

京都 → 京都 
8月 2日、23日 

9月 6日、20日  



＜旅行代金（お一人様あたり）（税込み）＞ 

コース 

 

 

 

客室タイプ 

1泊 2日 2泊 3日 
山陰コース（下り） 
山陰コース（上り） 
山陽コース（下り） 
山陽コース（上り） 

 山陽・山陰コース(周遊) 

8月 9月 8月 9月 

ロイヤルツイン 

（2名利用） 
355,000円 385,000円 610,000円 660,000円 

ロイヤルシングル

（1名利用） 
415,000円 445,000円 730,000円 780,000円 

ザ・スイート   

（2名利用） 
845,000円 875,000円 1,320,000円 1,370,000円 

※エキストラベッド等の使用により、ロイヤルシングルは 2名様、ザ・スイートは 4名様ま

でご利用いただけます。それぞれの利用時の旅行代金はホームページをご覧ください。 

（みずかぜで検索、https://www.twilightexpress-mizukaze.jp） 

 

＜募集人数＞ 

各出発日とも最大 34名様となります。 

 

＜案内パンフレット＞ 

・「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の案内パンフレットをご用意しております。 

・2023 年 1 月 16 日（月）より、ホームページまたはお電話にて受付を行います。（パンフ

レットの発送は 2月上旬頃を予定しています。） 

 
＜参加申込み＞ 
・参加申込みはホームページまたは郵送にて受付いたします。 

・郵送の場合は、案内パンフレットに同封されている専用申込書にてお申込みください。 

・ホームページでの参加申込みの受付は 2023年 1月 16日（月）10:00より開始し、2023年

3月 28日（火）17:30を締め切りといたします。 

・郵送での参加申込みの受付は 2023年 2月 2日（木）より開始し、2023年 3 月 28日（火）

を必着といたします。 

・先着順ではありません。 

・お申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。複数回申し込みのお客様につきまし

ては、お申込み回数に応じて当選倍率の優遇をいたします。 

※抽選は 2023年 5月中旬頃を予定しております。 

 

 

https://www.twilightexpress-mizukaze.jp/


＜案内パンフレット請求・参加申込みの受付窓口＞ 

 ・「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」公式ホームページ 

：https://www.twilightexpress-mizukaze.jp（みずかぜで検索） 

・「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」 

：0570-00-3250（ナビダイヤル） 営業時間 10:00～17:30  

［休業日： 水曜日・休日（日曜日及び祝日含む）・年末年始（12/30～1/3）］ 

 

（３）主な旅行会社が販売を行う旅行商品 

以下の日程につきましては主な旅行会社で販売いたします。販売時期、旅行商品の内容

は旅行会社にて別途お知らせいたします。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、瑞風の運行計画を変更する場合がございます。

その際は、事前にご案内いたします。 

 

５ ご旅行の参加条件等 

 旅行行程中、運行する府県で緊急事態宣言が発令されている場合は、ご乗車の 3 日前以降

に採取した検体による PCR 検査の結果が陰性であることなど、参加条件を追加する場合があ

ります。 

 

 

コース 旅程 運行区間 出発日 

山陽・山陰コース（周遊） 

～西日本の原風景を堪能する旅～ 

2泊 3日 

周遊 
京都 → 京都 2023年 9月 27日 

https://www.twilightexpress-mizukaze.jp/

