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西日本旅客鉄道株式会社 

 

 
   

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：長谷川一明）は、グループ共通の新たなポイントサー
ビス「WESTER ポイント」を順次スタートいたします。 
 まずは鉄道や当社グループの店舗・施設・WEB サービスでひとつのポイントが「たまる」「つかえる」状態を実現しなが
ら、日常の毎日でも特別な日でも、さらにたまりやすいポイント、おトクにつかえるポイントとなることを通じて、西日本エリ
ア全体の活性化に資するポイントサービスを目指してまいります。 

 

１．いつでも・どこでも WESTER ポイントが「たまる」ようになります 
 サービスイメージ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

※具体的なポイントがたまるサービスや条件については、別紙 1 をご参照ください。 

 
 たとえば、4 月 1 日よりインターネット列車予約サービスのご利用でポイントがたまるようになります 

サービス名称 商品 ポイント付与率※主な商品例 

e5489 
新幹線 

北陸新幹線 e チケットサービス 約 1% 

上記以外の対象商品 約 0.5% 

在来線 チケットレスサービス 約 2% 

エクスプレス予約 新幹線 
EX 予約サービス等 約 1% 

e 特急券 約 0.5%   
 

さらに 
J-WEST カード 

決済なら 

 上記ポイント付与率の 2 倍のポイントがたまります。 

 さらに、J-WEST ゴールドカードでの決済なら最大 1%、その他の J-WEST カードでの決済な

ら最大 0.5%の決済に対するポイントもたまります。 
 
※「エクスプレス予約」は J-WEST カード（エクスプレス）会員のご利用のみ対象となります。 

※新幹線は当社区間・設備ごとに、在来線は発売額に対してポイント付与します。 

※当社エリアのご利用に限るなど、ポイント付与には条件があります。詳細は別紙１をご参照ください。 

 

 

「WESTER ポイント」サービスがいよいよスタート 
ポイントがどんどんたまる！たまったポイントで新幹線が最大約 50%相当おトクにつかえる！ 



  

２．WESTER ポイントがさまざまなシーンで、おトクに「つかえる」ようになります 
 サービスイメージ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※具体的なポイントがつかえるサービスや条件については、別紙 1 をご参照ください。 

 
 たとえば、WESTER ポイント利用商品のお申し込みにつかえます（商品・区間等は一例です） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WESTER 会員であれば、たまったポイントを当社グループのサービスで通常価格よりおトクにご利用いただける商品

等、様々な「WESTER ポイント利用商品」につかえるようになります。 

 サービスの詳細については別紙 1 を、商品の詳細については別紙 6、別紙 7 をご参照ください。 
 
３．3 月 7 日(火)より順次、ポイントの統合や名称変更等をすすめてまいります 
 3 月 7 日(火)より、WESTER 会員として新規会員登録をいただけるようになります。 

 3 月 7 日(火)より、「J-WEST ポイント」「ICOCA ポイント」を「WESTER ポイント」に統合し、「J-WEST ネット会員」は

「WESTER 会員」、「J-WEST ID」は「WESTER ID」に名称変更いたします。 

 WESTER ポイントには「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(期間・用途限定)」「WESTER ポイント(チャー

ジ専用)」の 3 種類があります。 

 4 月 10 日(月)より、「WESPO ポイント」を「WESTER ポイント」に統合し、「WESPO 会員」は「WESTER 会員」に名

称変更いたします。 

 スケジュールや名称変更等の詳細については別紙 1 を、ポイントの種類については別紙 2 をご参照ください。 

 

 

 

 
 
 
 
 

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



  

（別紙 1）サービスの詳細等について 
１．いつでも・どこでも WESTER ポイントが「たまる」ようになります 
（１）さまざまなサービスとの連携がはじまります 

3 月 22 日(水) 
から 

モバイル ICOCA の対象となるご利用で ※1 
 「WESTER ポイント(基本)」または「WESTER ポイント(チャージ専用)」がたまるようになります。 

 たまるポイントの詳細については、別紙２をご参照ください。 

モバイル ICOCA と J-WEST カード決済の組み合わせで 

 チャージ・定期券購入での決済で、下記の「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

 J-WEST ゴールドカード：最大 3% ※2 

 上記以外：最大 1.5% ※3 

 サービス詳細は、同日の「モバイル ICOCA」「J-WEST カード」プレスリリースをご確認ください。 

※1 現在 ICOCA ポイントがたまるご利用方法に限ります。詳細は https://www.jr-

odekake.net/icoca/guide/point/ をご確認ください。 

※2 税込 1,000 円につき 30 ポイント。期間は当面の間を予定しています。 

※3 税込 1,000 円につき 15 ポイント。期間は当面の間を予定しています。 

4 月 1 日(土) 
から 

e5489・エクスプレス予約のご利用で 

 当社エリアのご利用で「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

サービス名称 主な商品名 ポイント付与率  

e5489 
新幹線 

北陸新幹線 e チケットサービス 約 1% 

上記以外の対象商品 約 0.5% 

在来線 チケットレスサービス 約 2% 

エクスプレス予約 

※4 
新幹線 

EX 予約サービス等 約 1% 

e 特急券 約 0.5% 
 
 J-WEST カードでの決済なら、上記ポイント付与率の 2 倍の「WESTER ポイント(基本)」がたまる
ようになります。 

 さらに、J-WEST ゴールドカードでの決済なら最大 1%、それ以外の J-WEST カードでの決済なら
最大 0.5%の決済に対する「WESTER ポイント(基本)」もたまるようになります。 

 新幹線はご乗車いただいた区間に定められた「基礎ポイント」と、ご利用いただいた設備の「設備倍
率」から算出したポイント数がたまります。 

 在来線はチケットレスサービスの発売額に対する付与率で算出したポイント数がたまります。（一部
でも当社エリアのご利用が必要です。ＪＲ他社に跨る場合は、付与ポイント数が半分になりま
す。） 

 4 月 1 日のご乗車分から対象となり、ご乗車いただいた 2 日後以降にポイントを付与します。 

※4 「エクスプレス予約」は J-WEST カード（エクスプレス）会員のご利用のみ対象となります。 

 付与条件等の詳細は、 
https:/www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489/westerpoint/ をご確認ください。 

tabiwa by WESTER、+PLACE、DISCOVER WEST mall のご利用で 

 「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

 J-WEST カード決済なら、さらに「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

サービス名称 概要 
ポイント 
付与率 

 J-WEST カード 
決済時の付与率※5 

ゴールドカード 左記以外 

tabiwa by WESTER デジタルチケットのご購入で 約 1% 

(税込 110 円につき

1 ポイント) 

最大 3% 最大 1.5% 

DISCOVER WEST mall 地域産品等のご購入で 最大 2% 最大 1% 

+PLACE スペースのご利用で  最大 2% 最大 1% 

 詳細は３月下旬頃に各サービスの WEB サイトでご確認ください。 

※5 ご利用金額税込 1,000 円につき、最大 3%の場合 30 ポイント、最大 2％の場合 20 ポイン
ト、最大 1.5%の場合 15 ポイント、最大 1%の場合 10 ポイント付与します。 

 

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/
https://www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489/westerpoint/


  

4 月 1 日(土) 
から 

対象のショッピングセンターでの J-WEST カードでの決済で 

 「WESTER ポイント(基本)」がさらにたまるようになります。 

 全館ポイントアップイベント開催時は、通常時の 2 倍の「WESTER ポイント(基本)」がたまります。 

時期 概要 

J-WEST カード 
決済時の付与率※6 

ゴールドカード 左記以外 

通常時 

お買い物で 

最大 4% 最大 2% 

全館ポイントアップイベント
開催時 

最大 8% 最大 4% 

 詳細は、同日の「J-WEST カード」プレスリリースをご確認ください。 

※6 ご利用金額税込 1,000 円につき、最大 8%の場合 80 ポイント、最大 4％の場合 40 ポイ

ント、最大 2%の場合 20 ポイント付与します。 

4 月 10 日(月) 
から 

WESTER アプリ・WESPO アプリのご提示(店舗・施設等)で 

 対象の店舗・施設で下記の「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

 原則お買い上げ金額税込 110 円につき 1 ポイント 

 所定のお手続きがない場合、上記とは異なる付与率となる施設があります。詳細は 3 月下旬頃

に https://wespo.westjr.co.jp/ をご確認ください。 

 店舗・施設等の名称については、別紙３をご参照ください。 

今後 
 順次、ポイントがたまる店舗・施設等を拡大してまいります。 

 導入予定時期や店舗・施設等の名称については、別紙４をご参照ください。 

 
（２）既存サービスでたまるポイントの種類等が変わります  

3 月 7 日(火) 
から 

J-WEST カードの決済で 
 「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

SMART ICOCA での対象となるご利用(決済)やキャンペーンで ※7 

 「WESTER ポイント(基本)」または「WESTER ポイント(チャージ専用)」がたまるようになります。 

 たまるポイントの詳細については、別紙 2 をご参照ください。 

ICOCA での対象となるご利用(決済)やキャンペーンで ※7 

 「WESTER ポイント(チャージ専用)」がたまるようになります。 

 たまるポイントの詳細については、別紙 2 をご参照ください。 

※7 ご利用条件等は、https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/をご確認ください。 

ポイント利用登録(無料)が必要です(既に ICOCA ポイントサービスにご登録済の場合は再度
のお手続きは不要です)。 

おでかけネットからの旅行サービスのご利用で 

 J-WEST カードをお持ちの方だけでなく WESTER 会員であれば、「WESTER ポイント(基本)」が
たまるようになります。 

サービス名称 概要 付与率 

日本旅行 JR＋宿泊セットプラン 
サービスのご利用と、 

WESTER ID のご入力で 
最大 1% 

(税込 1０0 円につき 1 ポイント) 

ベストリザーブ宿ぷらざ 
サービスのご利用と、 

WESTER ID のご入力で 
最大 2.5% 

(税別 1,000 円につき 25 ポイント)  
J-WEST プレミア・プログラムの優遇特典クラスに応じて 

 「WESTER ポイント(基本)」がたまるようになります。 

 プログラムの対象は引き続き、J-WEST カードをお持ちの方に限ります。 

他のポイントからの交換で 

 J-WEST カードをお持ちの方だけでなく WESTER 会員であれば、「WESTER ポイント(基本)」が
たまるようになります（「ビックポイント」からの交換は、「ビックカメラ J-WEST カード」をお持ちの方に
限ります）。 

 他のポイントの詳細については、別紙 5 をご参照ください。 

 

 

 

https://wespo.westjr.co.jp/
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/


  

２．WESTER ポイントがさまざまなシーンで、おトクに「つかえる」ようになります  

3 月 7 日(火) 
から 

SMART ICOCA へのポイントチャージで 

 「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(チャージ専用)」を 1 ポイント=1 円として、チャー

ジしてつかえます。「WESTER ポイント（基本）」のポイントチャージは、ポイント交換のお申し込み

が必要です。交換するポイント数を 10 ポイント単位で指定できます。 

 チャージ可能なポイントの詳細は別紙２をご参照ください。 

ICOCA へのポイントチャージで 

 「WESTER ポイント(チャージ専用)」を 1 ポイント=1 円として、チャージしてつかえます。交換するポ

イント数を 10 ポイント単位で指定できます。 

 チャージ可能なポイントの詳細は別紙２をご参照ください。 

3 月 22 日(水) 
から 

モバイル ICOCA へのポイントチャージで 

 「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(チャージ専用)」を 1 ポイント=1 円として、チャー

ジしてつかえます。「WESTER ポイント（基本）」のポイントチャージは、ポイント交換のお申し込み

が必要です。交換するポイント数を１ポイント単位で指定できます。 

 チャージ可能なポイントの詳細は別紙 2 をご参照ください。 

 サービス詳細は、同日の「モバイル ICOCA」プレスリリースをご確認ください。 

4 月 1 日(土) 
から 

WESTER ポイント利用商品へのお申し込みで 

 WESTER 会員の方であれば、「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(期間・用途限

定)」を、当社グループのサービスで通常価格よりおトクにご利用いただける商品をはじめとした様々な

「WESTER ポイント利用商品」につかえるようになります。 

【商品例】 

業態 概要 商品概要 必要ポイント数(例) 

鉄道 

(e5489) 

※8 

新
幹
線 

WESTER ポイント 

特典きっぷ 

山陽新幹線のどの区間でも 
所定のおねだんの約 50%相当の 

ポイント数でご利用いただける 
全額ポイント利用の特別割引商品 

新大阪〜博多 
7,630 ポイント 

新大阪〜広島 
5,210 ポイント 

WESTER ポイント 

アップグレード(グリーン) 

山陽新幹線のどの区間のご利用でも 

+1,000 ポイントで 

グリーン車にアップグレード可能 

新大阪〜博多 

特急券 4,910 円
+1,000 ポイント 

WESTER ポイント 

特急券 

山陽新幹線のどの区間のご利用でも 
購入金額に 

500 ポイントを充当可能 

新大阪〜博多 

特急券 4,410 円 
+500 ポイント 

ホテル 

ホテルグランヴィア京都 

平日ランチバイキング 

ペア券 

平日限定で通常価格の 50%相当 
のポイント数でお食事可能 

5,500 ポイント 

ショッピング 

センター 

ルクア大阪ショッピング 

チケット(3,000 円分) 

ルクア大阪でご利用可能な 

お買い物券 
2,800 ポイント 

 ポイント付与やご利用の条件、およびその他の主な商品については別紙 6、別紙 7 をご参照くださ

い。 

 詳細は、鉄道(e5489)での取扱商品については https:/www.jr-

odekake.net/goyoyaku/e5489/westerpoint/ を、その他の取扱商品については 4 月 1

日公開予定の WESTER ポイント利用商品ページをご確認ください。 

 在来線の WESTER ポイント利用商品についても 2023 年夏頃の取扱開始を予定しております。 

※8 「WESTER ポイント(期間・用途限定)」は、鉄道(e5489)での取扱商品にはご利用いただけ

ません。 
 

 
 
 
 
 

https://www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489/westerpoint/
https://www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489/westerpoint/


  

4 月 1 日(土) 
から 

tabiwa by WESTER、+PLACE、DISCOVER WEST mall のご利用で 

 「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(期間・用途限定)」をつかえるようになります。 

サービス名称 概要 ご利用方法 

tabiwa by WESTER デジタルチケットのご購入で 最低 1 ポイント以上、1 ポイント単位 

DISCOVER WEST mall 地域産品等のご購入で 最低 1 ポイント以上、1 ポイント単位 

+PLACE スペースのご利用で 
最低 1 ポイント以上、1 ポイント単位 

（対象スペースに限ります） 
   
詳細は 3 月下旬頃に各サービスの WEB サイトをご確認ください。 

4 月 10 日(月) 
から 

WESTER アプリ・WESPO アプリのご提示(店舗・施設)で 

 対象の店舗・施設で、下記のとおり「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(期間・用途

限定)」がつかえるようになります。 

 最低 1 ポイント以上、1 ポイント単位 

 対象の店舗・施設については別紙 3 をご参照ください。 

今後 
 順次、ポイントがつかえる店舗・施設・サービスを拡大してまいります。 

 導入予定時期や名称については別紙 4 をご参照ください。 

 
３．3 月 7 日(火)より順次、ポイントの統合や名称変更等をすすめてまいります 
（１）ポイントの統合について 

3 月 7 日(火) 
から 

 「J-WEST ポイント」「ICOCA ポイント」を「WESTER ポイント」に統合します。 

 ポイントの種類は、「WESTER ポイント(基本)」「WESTER ポイント(期間・用途限定)」

「WESTER ポイント(チャージ専用)」の 3 種類となります。 

 3 月 6 日時点でお持ちの「J-WEST ポイント」は「WESTER ポイント(基本)」に、「ICOCA ポイン

ト」は「WESTER ポイント(チャージ専用)」に移行いたします。 

 ポイントの種類の詳細については、別紙 2 をご参照ください。 

4 月 10 日(月) 
から 

 「WESPO ポイント」を「WESTER ポイント」に統合します。 

 4 月 9 日時点でお持ちの「WESPO ポイント」や「各ショッピングセンターのポイント」は「WESTER ポ

イント(基本)」に、「WESPO ポイント(期間限定)」は「WESTER ポイント(期間・用途限定)」に移

行いたします。 

 
（２）会員・ID の名称変更について 

3 月 7 日(火) 
から 

 WESTER 会員として下記ページから新規会員登録をいただけるようになります。 
3 月 31 日まで：https://www.jr-odekake.net/westerpoint/ 
４月 1 日から：https://wester.jr-odekake.net/ 

 「J-WEST ネット会員」「J-WEST ID」は「WESTER 会員」「WESTER ID」に名称変更いたします。  

 3 月 6 日までに「J-WEST ネット会員」にご登録済の情報は、「WESTER 会員」側に移行いたします。  

 3 月 6 日までにご登録済の「J-WEST ID(半角数字 12 桁)」は、継続して「WESTER ID」とし

てご利用いただけます。 

4 月 1 日(土) 
から 

 「tabiwa 会員」「DISCOVER WEST mall 会員」は「WESTER 会員」に移行いたします。 

 移行方法など、詳細は 3 月下旬頃に各サービスの WEB サイトをご確認ください。 

4 月 10 日(月) 
から 

 「WESPO 会員」は「WESTER 会員」に名称変更します。 

 4 月 9 日までに WESPO 会員にご登録済の情報は、「WESTER 会員」側に移行いたします。 

 
（３）WESTER アプリ、WESPO アプリの機能拡充について 

4 月 10 日(月) 
から 

 WESTER アプリ、WESPO アプリに WESTER ポイントカード機能を搭載いたします。 

 
 
 
 

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/
https://wester.jr-odekake.net/


  

（４）移行にあたってのお手続きについて 

3 月 7 日(火) 
から 

ログイン URL が変更となります 

 ログイン時にブラウザのアドレスバーに表示されるドメインが「clubj.jr-odekake.net」から

「auth.westjr.co.jp」となります。 

 初回ログイン時には、WESTER サービスに関する規約に同意の上、「WESTER 会員」に移行して

いただく必要があります。 

パスワードの再設定をお願いいたします 

 パスワードポリシーが変更となります。変更後の初回ログイン時には 3 月 6 日時点でご登録いただ

いている全ての J-WEST ネット会員様を対象に、パスワードを再設定いただく必要があります。 

ご登録いただいているメールアドレスが有効なものかご確認ください 

 ワンタイムパスワードによる 2 段階認証を導入いたします。ご登録いただいているメールアドレスが有

効でない場合は、e5489 を含む ID 及びパスワードが必要な各種サービスがご利用いただけなくな

りますのでご注意ください。 

詳細は https://www.jr-odekake.net/oshirase/login_info.html をご確認ください。 

4 月 10 日(月) 
から 

WESTER アプリ・WESPO アプリのアップデートが必要です 

 WESTER アプリ・WESPO アプリ内に WESTER ポイントカード機能の追加などを実施するため、既

にダウンロード済の方も含めてアップデートが必要です。アップデート後に WESTER ポイントカード機

能をご利用いただけるようになります。 

【WESPO アプリご利用の方向け】お客様情報の追加登録が必要です 

 アップデート時に、お客様情報を追加でご登録いただきます。ご登録いただかない場合、一部機能

のご利用が制限されます。詳細は 3 月下旬頃にhttps://wespo.westjr.co.jp/をご確認ください。 

 
４．その他 

 サービスに関する詳細や最新の情報は、3 月 31 日(金)までは https://www.jr-odekake.net/westerpoint/で、

4 月 1 日(土)からは新たに WESTER 会員向けのサービス、キャンペーン等の情報を掲載したポータルサイト「WESTER

ポータル」（https://wester.jr-odekake.net/）にてお知らせしてまいります。 

 3 月 7 日（火）以降に WESTER 会員としてログインされた方に、もれなく WESTER ポイントをプレゼントする他、抽選

でさらに WESTER ポイントが当たるキャンペ ーンを 期間限定で 実施いたしま す。詳細については 今後、

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/でお知らせいたします。 

 山陽新幹線の「在来線 ICOCA 定期券による新幹線乗車サービス」のご利用（一部区間）に対して「WESTER ポイ

ント」をプレゼントするキャンペーンを、2023 年４月 1 日（土）〜5 月 31 日（水）に実施いたします。 

※サービスの詳細は、別紙８をご確認ください。 

 4 月 1 日(土)ご利用分より、ICOCA のご利用で「WESTER ポイント(基本)」または「WESTER ポイント(チャージ専

用)」がたまるサービスのポイント付与率を見直しいたします。 

サービス名称 ご利用条件(変更なし) 付与率(現) 付与率(改) 

時間帯指定ポイント 
同月内に時間帯指定ポイント適用区
間の区間（グループ）ごとの 4 回目以
降のご利用 1 回ごとに 

運賃の 50% 

または 30% 
運賃の 10% 

利用回数ポイント 
同月内に同一運賃区間を 11 回目以
降のご利用 1 回ごとに 運賃の 15% 運賃の 10% 

※運賃には鉄道駅バリアフリー料金が含まれる場合があります。 

 4 月 1 日(土)ご利用分より、JR 西日本ポストペイ(後払い)エリアでの PiTaPa カードによるポストペイでのご利用に応じ

て適用される PiTaPa 割引サービスの割引率を見直しいたします。 

サービス名称 ご利用条件(変更なし) 割引率(現) 割引率(改) 

時間帯指定割引 
同月内に時間帯指定割引適用区間
の区間（グループ）ごとの 4 回目以降
のご利用 1 回ごとに 

運賃の 50% 

または 30% 
運賃の 10% 

利用回数割引 
同月内に同一運賃区間を 11 回目以
降のご利用 1 回ごとに 運賃の 15% 運賃の 10% 

※運賃には鉄道駅バリアフリー料金が含まれる場合があります。 

 

 

※見直しするサービスの詳細は、https://www.jr-odekake.net/icoca/をご確認ください。 

https://www.jr-odekake.net/oshirase/login_info.html
https://wespo.westjr.co.jp/
https://www.jr-odekake.net/westerpoint/
https://wester.jr-odekake.net/
https://www.jr-odekake.net/westerpoint/
https://www.jr-odekake.net/icoca/


  

（別紙２） 

１．WESTER ポイントの種類 

 
WESTER ポイント 

(基本) 
WESTER ポイント 
(期間・用途限定) 

WESTER ポイント 
(チャージ専用) 

ポ
イ
ン
ト
が
つ
か
え
る
サ
ー
ビ
ス 

アプリのご提示(店舗・施設) 
WEB サービスでのご利用 

※e5489 除く 
○ ○ × 

WESTER ポイント 
利用商品のお申し込み 

※e5489 除く 
○ ○ × 

e5489 でのご利用 ○ × × 

ICOCA へのチャージ ○ × ○ 
    

有効期限 
ポイント獲得年度の 
翌年度末(3 月末) 

付与するキャンペーン 
ごとにお知らせいたします 

無期限 

 

２．ポイントをためられる ICOCA の条件 

 モバイル ICOCA SMART ICOCA 左記以外の ICOCA 

WEB・アプリでの 

WESTER 会員登録 
必須 あり なし ― 

券売機や WEB での 

ポイント利用登録 
不要 不要 不要 あり なし 

ためられる 

ポイント名称 

基本 

チャージ専用 

※1 ※２ 

基本 

チャージ専用 

※1 ※2 

チャージ専用 チャージ専用 ― 

    ※1 一部のキャンペーンでたまるポイントについては、WESTER ポイント(チャージ専用)となります。対象のキャンペーンに  

    ついては実施時にお知らせいたします。 

   ※2 2023 年３月 31 日までのご利用でたまるポイントは、全て WESTER ポイント（チャージ専用）となります。2023

年４月１日以降のご利用でたまるポイントは、WESTER ポイント（基本）または WESTER ポイント（チャージ専

用）となります。 

 

３．ポイントをチャージ可能な ICOCA の条件 

 モバイル ICOCA SMART ICOCA 左記以外の ICOCA 

WEB・アプリでの 

WESTER 会員登録 
必須 あり なし ― 

券売機や WEB での 

ポイント利用登録 
不要 不要 不要 あり なし 

チャージ可能な 

ポイント名称 

基本 ※3 

チャージ専用 ※4 

基本 ※3 

チャージ専用 

※4 

チャージ専用 

※4 

チャージ専用 

※4 
― 

最低チャージ単位 1 ポイント 10 ポイント 10 ポイント 

   ※3 ポイントをためた WESTER ID と同一の ID である場合に限ります。 

    ※4 ポイントをためたモバイル ICOCA、SMART ICOCA、ICOCA に対してのみチャージ可能です。 

 

 

 

 

 



  

（別紙３）4 月 10 日(月)から WESTER アプリ・WESPO アプリでポイントが「たまる」「つかえる」店舗・施設一覧 

商業施設 駅ビル・ショッピングセンター 

京阪神エリア 

ルクア大阪、天王寺ミオ、和歌山ミオ、エスト、アルビ住道、夙川グリーンプレイス、モンテメール、 
リブ、プリコ六甲道、プリコ三宮、プリコ神戸、プリコ垂水、プリコ西明石、ピオレ明石、 
ピオレ姫路、京都ポルタ、アルデ新大阪 

北陸エリア 

マルート、とやマルシェ、マリエとやま、金沢百番街、プリズム福井 

山陰エリア 

シャミネ鳥取、シャミネ松江 

山陽・中国エリア 

岡山一番街、さんすて岡山、さんすて倉敷、さんすて福山、エキエ広島 

駅ナカ 

【エキマルシェ】 

エキマルシェ新大阪、エキマルシェ宝塚 

物販 バラエティ雑貨・アクセサリー 

【エピソード】 
 西九条店、天満店、鶴橋店、高槻店、大阪店、アルデ新大阪店、茨木店、天王寺店、 
 エキマルシェ新大阪ソトエ店、京橋店、石山店、草津店、宝塚店、三ノ宮店、元町店、 
 摂津本山店、プリコ垂水店 

【イイコット】 
 大阪店、三ノ宮店、エキマルシェ大阪店 

【ラ・パレット】 
 泉北パンジョ店、阪急川西店、大阪店 

【ココシュカ】 
 ピオレ姫路店、ピオレ明石店、芦屋モンテメール店 

【ガーランドオブデュウ】 
 ルクア店、天王寺ミオ店、横浜ジョイナス店、玉川高島屋 S・C 店、さんすて岡山店、 
 エキエ広島店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店 

【リント】 
 天王寺ミオプラザ店 

【モニック】 
 和歌山ミオ店 

飲食 レストランフロア 

大阪エキウエダイニング イチロクグルメ 

 ※2023 年 2 月 22 日時点の情報であり、対象となるサービスが変更される場合があります。また、ご利用になる商品・ 
   サービスによっては、ポイントが「たまる」「つかえる」の対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（別紙４）今後、WESTER アプリ・WESPO アプリでポイントが「たまる」「つかえる」予定の店舗・施設一覧 

2023 年 5 月頃 

レンタカー 西日本エリアの直営駅レンタカー営業所 

富山、金沢、小松、福井、米原、近江八幡、京都、茨木、新大阪、奈良、伊丹、新神戸、神戸、 
加古川、姫路、相生、和歌山、紀伊田辺、白浜、紀伊勝浦、鳥取、米子、松江、出雲市、岡山、 
新倉敷、福山、三原、呉、広島、新岩国、徳山、防府、新山口、新下関、下関 

2023 年 6 月頃 

ホテル JR 西日本ホテルズ 

ホテルグランヴィア京都、ホテルグランヴィア大阪、ホテルグランヴィア和歌山、ホテルグランヴィア岡山、 
ホテルグランヴィア広島、ホテルヴィスキオ京都、ホテルヴィスキオ大阪、ホテルヴィスキオ尼崎、 
ホテルヴィスキオ富山、奈良ホテル、梅小路ポテル京都 

JR 西日本ヴィアインホテルズ 

ヴィアイン東京大井町、ヴィアイン秋葉原、ヴィアイン新宿、ヴィアイン東銀座、ヴィアイン飯田橋後楽園、
ヴィアイン日本橋人形町、ヴィアインプライム赤坂、ヴィアイン金沢、ヴィアイン名古屋新幹線口、 
ヴィアイン名古屋駅前椿町、ヴィアイン京都四条室町、ヴィアインプライム京都駅八条口、 
ヴィアイン新大阪、ヴィアイン新大阪ウエスト、ヴィアイン新大阪正面口、ヴィアイン梅田、 
ヴィアインプライム大阪京橋、ヴィアイン心斎橋、ヴィアイン心斎橋四ツ橋、ヴィアインあべの天王寺、 
ヴィアイン岡山、ヴィアインプライム広島新幹線口、ヴィアイン広島銀山町、ヴィアイン下関、 
ヴィアイン博多口駅前 

2023 年 7 月頃 

商業施設 駅ナカ 

【エキマルシェ】 
 エキマルシェ大阪 

旅行 日本旅行 TiS 店舗 

TiS 富山支店、TiS 金沢支店、TiS 京都西口支店、TiS 京都支店、TiS 福知山支店、 
TiS 大阪支店、TiS 新大阪支店、TiS 京橋支店、TiS 梅田支店（いい旅サロン）、 
TiS 天王寺支店、TiS 高槻支店、TiS 三ノ宮支店、TiS 明石支店、TiS 加古川支店、 
TiS 姫路支店、TiS 和歌山支店、TiS 松江支店、TiS 岡山支店、TiS 広島支店、TiS 福山支店、
TiS 小倉支店、TiS 博多支店 

2023 年 7 月〜8 月頃 

バス JR 高速バスチケットセンター（金沢、京都、大阪、OCAT、三宮）、 
広島駅新幹線口 1 階バスきっぷうりば、スワロートラベル出雲店 

2023 年 9 月〜10 月頃 

飲食 カフェ 

【Drip-X-Cafe】 
 新大阪駅店、ホテルヴィスキオ大阪店、ヴィアイン大阪京橋店 

【からふね屋珈琲】 
 三条本店、熊野店、山科店、小倉店、竹田店、高槻店、ビエラ高槻店、エキマルシェ新大阪ソトエ店 

【デリカフェ】 
 デリカフェ・キッチン京都、デリカフェ・キッチン草津、デリカフェ・キッチン石山、デリカフェ・キッチン茨木、 
 デリカフェ・キッチン大阪 mido、デリカフェ・キッチン大阪、デリカフェ大阪 North、 
 デリカフェエキスプレス大阪、デリカフェエキスプレス大阪 mini、デリカフェ・キッチン天王寺、 
 デリカフェエキスプレス尼崎、デリカフェ・キッチン宝塚、デリカフェエキスプレス灘、デリカフェ・キッチン三ノ宮、  
 デリカフェエキスプレス新神戸、デリカフェ・キッチン元町、デリカフェ・キッチン京橋 

【エスタシオンカフェ】 
 エスタシオンカフェ京都、エスタシオンカフェタイム、エスタシオンカフェグラン、エスタシオンカフェ三ノ宮、 
 エスタシオンカフェ新神戸 

【デリチュース】 
 デリチュース大阪、デリチュースエキマルシェ新大阪、デリチュース天王寺ミオ 

【その他】 

Cafe&Bar DEUR、ツリーカフェ、カフェプレスト天王寺 

 

 

 



  

2023 年 9 月〜10 月頃（つづき） 

飲食 レストラン 

【博多もつ鍋やまや】 
 エキマルシェ大阪店、御堂筋本町店、JR 三ノ宮店 

【自由亭】 
 自由亭新梅田、自由亭（新神戸駅構内） 

【麺つるり】 
 麺つるり（エキマルシェ新大阪ソトエ）、麺つるりエキマルシェ大阪 

【その他】 
 昼酒場こみち、逢酒場ちろり、ビフテキ重・肉飯ロマン亭エキマルシェ新大阪ソトエ店、 
 こななエキマルシェ大阪店、上海バール、大坂かしわ飯ロマン亭、プロントイルバール大阪、 
 さち福や Cafe 天王寺ミオプラザ館店、大衆酒場あまや、臼臼新神戸 

駅弁販売 

【旅弁当】 
 旅弁当京都１号、旅弁当京都２号、旅弁当京都３号、旅弁当駅弁にぎわい京都、 
 旅弁当駅弁にぎわい（エキマルシェ新大阪）、旅弁当新大阪 1 号、旅弁当大阪、 
 旅弁当大阪御堂筋口、旅弁当新神戸、旅弁当駅弁にぎわいアルデ新大阪、旅弁当京都中央口 

 ※2023 年 2 月 22 日時点の情報であり、対象となるサービスが変更される場合があります。また、ご利用になる商品・ 
   サービスによっては、ポイントが「たまる」「つかえる」の対象外となります。 

※WESTER ポイントが「たまる」「つかえる」ようになる商業施設内の店舗については、商業施設側の導入スケジュールが
優先される場合があります。 

※最新の情報は、4 月 1 日以降「WESTER ポータル」(https://wester.jr-odekake.net/)で順次お知らせいた  
します。 
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（別紙 5）3 月 7 日(火)から WESTER ポイントに交換できる他のポイント一覧 

ポイント名称 対象となる方 備考 

WESPO ポイント WESTER 会員 
3 月 31 日(金)をもって、WESTER ポイン

トへの統合により交換を終了いたします。 

JR ホテルメンバーズポイント WESTER 会員 ― 

AOYAMA ポイント・ROSE ポイント WESTER 会員 ― 

タイムズポイント WESTER 会員 ― 

ビックポイント 
ビックカメラ J-WEST カードを

お持ちの方 
― 

   ※詳細については、3 月 7 日(火)より https://www.jr-odekake.net/westerpoint/でお知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/


  

 
 
（別紙 6）鉄道でご利用いただける「WESTER ポイント利用商品」について 
(1)〜とってもおトクに〜 WESTER ポイント特別割引商品 

商品名 WESTER ポイント特典きっぷ 
利用期間 2023 年 4 月２日(日)から 2024 年 3 月 3１日(日) 
発売期間 2023 年 4 月 1 日(土)から 2024 年 3 月 3０日(土) 

※ご利用の 1 カ月前の 10:00 から前日の e5489 営業時間(事前申込不可) 
商品概要 ○JR 西日本ネット予約「e5489」にて、所定のおねだんの約 50%相当のポイント数でとってもお

トクにご利用いただける全額ポイント利用の山陽新幹線専用商品です。 (WESTER 会員限
定) 

○席数限定の商品です。 
○ご利用日の前日までに予約してください。 
○きっぷをみどりの券売機等で受け取ってご乗車ください。 

  ＜必要ポイント（おとな 1 名様）＞  
区  間 必要ポイント 所定のおねだん※ 

新大阪〜広島 5,210 ポイント 10,420 円 
新大阪〜博多 7,630 ポイント 15,280 円 

  ※おとな 1 名様片道・「ひかり」「こだま」「さくら」の普通車指定席（通常期）利用の特急券・乗車券の合計 
 
 (2)〜いつもより快適に〜 WESTER ポイントアップグレード商品 

商品名 WESTER ポイントアップグレード（グリーン） 
利用期間 2023 年 4 月 1 日(土)から 2024 年 3 月 31 日(日) 
発売期間 2023 年 4 月 1 日(土)から 2024 年 3 月 31 日(日) 

※ご利用の 1 カ月前の 10:00 から当日まで(事前申込不可) 
商品概要 ○JR 西日本ネット予約「e5489」にて、山陽新幹線のどの区間でも 1,000 ポイントでグリーン車

にアップグレードできる商品です。(WESTER 会員限定) 
○予約(購入)の際に、購入に必要な金額の決済と WESTER ポイントの引き落としを行います。 
○席数限定の商品です。 
○きっぷをみどりの券売機等で受け取ってご乗車ください。 
○別にご利用区間を含む乗車券が必要です。 

  ＜おねだん・必要ポイント（おとな 1 名様）＞ 
区  間 購入に必要な金額 必要ポイント 所定のおねだん※ 

新大阪〜広島 4,120 円 1,000 ポイント 8,570 円 
新大阪〜博多 4,910 円 1,000 ポイント 11,880 円 

  ※おとな 1 名様片道・「のぞみ」「みずほ」のグリーン車指定席（通常期）利用の特急券のおねだん 
 

(3)〜気軽にポイント利用〜 WESTER ポイント一部充当商品 
商品名 WESTER ポイント特急券 
利用期間 2023 年 4 月 1 日(土)から 2024 年 3 月 31 日(日) 
発売期間 2023 年 4 月 1 日(土)から 2024 年 3 月 31 日(日) 

※ご利用の 1 カ月前の 10:00 から当日まで(事前申込不可) 
商品概要 ○JR 西日本ネット予約「e5489」にて、山陽新幹線のどの区間でも 500 ポイントを充当して気

軽にポイントを利用できる商品です。(WESTER 会員限定) 
○予約(購入)の際に、購入に必要な金額の決済と WESTER ポイントの引き落としを行います。 
○きっぷをみどりの券売機等で受け取ってご乗車ください。 
○別にご利用区間を含む乗車券が必要です。 

＜おねだん・必要ポイント（おとな 1 名様）＞ 
区  間 購入に必要な金額 必要ポイント 所定のおねだん※ 

新大阪〜広島 3,620 円 500 ポイント 4,910 円 
新大阪〜博多 4,410 円 500 ポイント 5,810 円 

  ※おとな 1 名様片道・「のぞみ」「みずほ」の普通車指定席（通常期）利用の特急券のおねだん 
      
  ＊e5489 の営業時間の詳細は、JR おでかけネットでご確認ください。 
  ＊「WESTER ポイント特典きっぷ」「WESTER ポイントアップグレード（グリーン）」は発売枚数に限りがあります、そ

のため、ご希望の列車に空席がある場合でもこのきっぷではご予約できない場合があります。 
  ＊きっぷの発売・その他区間・ご利用条件など詳しくは JR おでかけネットでご確認ください。 

 

 



  

 

（別紙 7）グループ会社でご利用いただける「WESTER ポイント利用商品」について 

業態 商品名 ポイント数 商品概要 

ホテル 

ホテルグランヴィア京都 
平日ランチバイキングペア券 

5,500 
平日限定で通常価格の 50%割引相当の 

ポイント数でご利用可能な食事券 

ホテルグランヴィア京都 
平日ディナーバイキングペア券 

8,500 
平日限定で通常価格の 50%割引相当の 

ポイント数でご利用可能な食事券 

ホテルグランヴィア京都 
浮橋弁当ペア食事券 

6,900 
通常価格の約 40%割引相当の 
ポイント数でご利用可能な食事券 

ホテルグランヴィア京都 
ペア宿泊券（スタンダード） 

18,000 
通常価格の約 50%割引相当の 
ポイント数でご利用可能な宿泊券 

ホテルグランヴィア京都 
ペア宿泊券（スーペリア） 

28,000 
通常価格の約 50%割引相当の 
ポイント数でご利用可能な宿泊券 

ホテルグランヴィア岡山 
「吉備膳 瀬戸華」ペア券 

7,000 
通常価格の約 50%割引相当の 
ポイント数でご利用可能な食事券 

ヴィアインホテルズ 
シングルルーム宿泊券 

8,000 

JR 西日本ヴィアインホテルズで 
ご利用可能なおトクな宿泊券 

ヴィアインホテルズ 
ダブルルーム宿泊券 

10,000 

ヴィアインホテルズ 
ツインルーム宿泊券 

11,000 

レンタカー 

駅レンタカーギフト券 
（1,000 円分） 

900 
駅レンタカーの主な営業所でご利用可能な 

おトクなギフト券 

駅レンタカーS クラス 
1 日（日帰り）利用券 

5,000 
通常価格の約 25%割引相当の 
ポイント数でご利用可能な利用券 

飲食 
イチロクグルメご飲食券 

2,000 円分 
1,700 

大阪ステーションシティサウスゲートビルディング 16
階のレストランフロア「イチロクグルメ」等で 

ご利用可能なおトクな商品券 

ショッピング 
センター 

ルクア大阪ショッピングチケット 
3,000 円分 

2,800 

各ショッピングセンターでご利用可能な 
おトクな商品券 

天王寺ミオ 
お買い物・お食事券 3,000 円分 

2,800 

和歌山ミオ 
お買い物・お食事 3,000 円分 

2,800 

エスト 
商品券 3,000 円分 

2,800 

ジョイワンカード商品券 3,000 円分 
(対象施設:ピオレ・プリコ・リブ・ 

モンテメール) 
2,800 

京都ポルタ 
お買い物券 3,000 円分 

2,800 

アルデ新大阪 
お買い物券 3,000 円分 

2,800 

ショッピングチケット 3,000 円分 
(対象施設:マルート・とやマルシェ・ 

マリエとやま) 
2,800 

金沢百番街 
商品券 3,000 円分 

2,800 

岡山一番街／さんすて 
商品券 3,000 円分 

2,800 

シャミネ松江／シャミネ鳥取商品券 
3,000 円分(500 円×6 枚) 

2,800 

エキエ広島 
お買い物券 3,000 円分 

2,800 

百貨店 
ジェイアール京都伊勢丹 

お買物・お食事券 5,000 円分 
4,750 

ジェイアール京都伊勢丹でご利用可能な 
おトクなお買物・お食事券 

 

 



  

 

（別紙８）山陽新幹線の「在来線 ICOCA 定期券による新幹線乗車サービス」のご利用（一部区間）に対して、 

「WESTER ポイント」をプレゼントするキャンペーン 

 

１．対象期間 
2023 年４月１日（土）から５月 31 日（水）まで 

 

２．キャンペーン概要 
山陽新幹線（新大阪駅〜博多駅間※１）における「在来線ＩＣＯＣＡ定期券による新幹線乗車サービス」

をご利用のお客様のうち、同サービスによる特急料金が 870 円または 990 円※２の区間を利用いただいた方を対
象に、対象期間中の同サービスのご利用１回ごとに、特急料金の 15％※３の「WESTER ポイント（基本）」また
は「WESTER ポイント（チャージ専用）」※４を付与します。※５ 

 

※１ 本キャンペーンの対象区間は、山陽新幹線（新大阪駅〜博多駅間）です。 

   徳山駅〜博多駅を含む区間は、2023 年 4 月 1 日（土）より、同サービスのご利用が可能となります。 

   東海道新幹線（東京駅〜新大阪駅）を含む区間のご利用は、本キャンペーンの対象外です。 

※２ こども ICOCA 定期券の場合は、430 円または 490 円の区間をご利用いただいた方が対象です。 

※３ 特急料金が 870 円の区間はご利用 1 回ごとに 130 ポイント、990 円の区間はご利用 1 回ごとに 148 

ポイントをプレゼントします。 

      ※４ モバイル ICOCA または会員登録済の SMART ICOCA でご利用の場合、「WESTER ポイント（基本）」

をプレゼントします。モバイル ICOCA、会員登録済の SMART ICOCA 以外の ICOCA でご利用の場合、

「WESTER ポイント（チャージ専用）」をプレゼントします。 

      ※５ 同サービスご利用月の末日までに、WESTER ポイント（チャージ専用）サービスの利用登録（無料）完

了が必要です。ご利用月の末日までに利用登録を完了されていない場合、当該月のご利用分は、ポイントプレ

ゼントの対象外です（モバイル ICOCA、SMART ICOCA、ICOCA ポイントサービスに登録済の ICOCA は利

用登録不要です）。 

 

「在来線ＩＣＯＣＡ定期券による新幹線乗車サービス」について 

        新幹線停車駅を２駅以上含む在来線ＩＣＯＣＡ定期券で、定期券区間内に含まれる東海道・ 

山陽新幹線区間において、新幹線普通車自由席にご乗車いただけるサービスです。 

       ご乗車区間の特急料金は、新幹線自動改札機の通過時に、ＩＣＯＣＡ定期券のカード残額から自動 

精算します。あらかじめ自由席特急券などをお買い求めいただく必要はありません。 

 

※サービスの詳細は、後日、https://www.jr-odekake.net/icoca/にてお知らせいたします。 

 
 
 

https://www.jr-odekake.net/icoca/

