
 

 

 

 
２０２１年１月１９日 
西日本旅客鉄道株式会社 

特別企画乗車券等の一部発売終了について 
 
 

ＪＲ西日本では、ネット予約サービスの進展に伴い、新幹線回数券等の特別企画乗車券等について、ご

利用状況を勘案し、一部商品・区間の発売を終了します。長らくのご愛顧ありがとうございました。 

ＪＲ西日本では、「e5489」「エクスプレス予約」および「スマートＥＸ」のネット予約サービスで    

おトクにご利用いただける商品を設定しています。是非ご利用ください。 

 

■一部区間の発売を終了する商品 

○ 商品名 

   「新幹線回数券」（計７０区間） 

終了日 

2021年３月31日（水）発売分をもって終了 

 

■発売を終了する商品 

○ 商品名 

「東京ディズニーリゾート往復きっぷ」 

終了日 

2021年３月31日（水）発売分をもって終了（本商品は、現在発売を中止しています。） 

※「東京ディズニーリゾート入場予約券」も同様に発売を終了します。 

 

○ 商品名 

「マイシート」等 

終了日 

2021年３月ご利用分をもって終了（一部商品は2021年２月ご利用分をもって終了） 

   ※「マイシート」商品の発売終了に合わせて、同区間を「e5489」利用でおトクにご利用いただけ

る「J-WESTチケットレス」のキャンペーンを実施いたします。 

 

各商品・キャンペーンの詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

 ●その他、きっぷの発売・ご利用条件の詳細は、「ＪＲおでかけネット」でご確認ください。 



別紙１

■一部区間の発売を終了する商品
○「新幹線回数券」

種別 発売終了日
普通車自由席用 ～ 新横浜（市内）
普通車自由席用 ～ 浜松
普通車自由席用 ～ 岐阜羽島

普通車自由席用 ～ 新大阪（市内）

グリーン車用 ～ 東京（都区内）

普通車自由席用 ～ 小田原
普通車自由席用 ～ 三島
普通車自由席用 ～ 新富士
普通車自由席用 ～ 静岡
普通車自由席用 ～ 掛川
普通車自由席用 ～ 豊橋
普通車自由席用 ～ 三河安城
普通車自由席用 ～ 岐阜羽島
普通車自由席用 京都 ～ 西明石
普通車指定席用 ～ 徳山
普通車指定席用 ～ 新山口

普通車指定席用 ～ 小倉（市内）

普通車自由席用 ～ 小田原

普通車自由席用 ～ 熱海
普通車自由席用 ～ 三島
普通車自由席用 ～ 新富士
普通車自由席用 ～ 掛川
普通車自由席用 ～ 豊橋
普通車自由席用 ～ 三河安城
普通車自由席用 ～ 新神戸
普通車自由席用 ～ 西明石
普通車自由席用 ～ 相生
普通車自由席用 ～ 新倉敷
普通車自由席用 ～ 新尾道
普通車自由席用 ～ 三原
普通車指定席用 ～ 徳山

普通車指定席用 ～ 新山口

グリーン車用 新神戸（市内） ～ 東京（都区内）

普通車自由席用 ～ 西明石
普通車自由席用 ～ 姫路
普通車自由席用 ～ 相生
普通車自由席用 ～ 新倉敷
普通車自由席用 ～ 三原
普通車指定席用 ～ 徳山

普通車指定席用 ～ 新山口

普通車指定席用 ～ 東京（都区内）

普通車指定席用 ～ 名古屋（市内）
普通車自由席用 ～ 岡山
普通車自由席用 ～ 福山

普通車自由席用 ～ 広島（市内）

普通車自由席用 ～ 福山

普通車指定席用 ～ 小倉（市内）

普通車指定席用 ～ 博多（市内）

普通車自由席用 相生 ～ 岡山

普通車自由席用 ～ 新倉敷

普通車自由席用 ～ 三原

普通車自由席用 ～ 徳山

普通車自由席用 ～ 新山口

普通車自由席用 新倉敷 ～ 広島

区間

米原

京都（市内）

京都（市内）

姫路

西明石

新大阪（市内）

新大阪

新神戸

新神戸（市内）

岡山

新大阪（市内）

2021年３月31日発売分をもって終了



別紙１

■一部区間の発売を終了する商品
○「新幹線回数券」

種別 発売終了日区間

普通車指定席用 ～ 名古屋（市内）
普通車自由席用 ～ 徳山

普通車自由席用 ～ 新山口

普通車指定席用 ～ 小倉（市内）

普通車指定席用 ～ 博多（市内）

普通車自由席用 広島 ～ 新岩国

普通車自由席用 ～ 小倉（市内）

普通車自由席用 ～ 博多（市内）

普通車自由席用 ～ 新山口

普通車自由席用 ～ 新下関

普通車自由席用 新山口 ～ 新下関

普通車自由席用 ～ 小倉

普通車自由席用 ～ 博多（市内）

普通車自由席用 新下関 ～ 小倉

普通車指定席用 ～ 東京（都区内）

普通車指定席用 ～ 名古屋（市内）

2021年３月31日発売分をもって終了

小倉（市内）

厚狭

徳山

新岩国

福山



別紙２

■発売を終了する商品
○「東京ディズニーリゾート往復きっぷ」

発売終了日
京都市内 ～ 舞浜
大阪市内 ～ 舞浜
神戸市内 ～ 舞浜
西明石 ～ 舞浜
姫路 ～ 舞浜
岡山 ～ 舞浜
福山 ～ 舞浜

広島市内 ～ 舞浜
徳山 ～ 舞浜
新山口 ～ 舞浜

区間

発売中止中。発売再開せずに終了。



別紙３

■発売を終了する商品

○  指定席特急料金定期券、グリーン特急料金定期券

（２月利用分をもって発売を終了する商品）

商品名 対象列車

「マイシート」「グリーンマイシート」 はるか９号、13号

「はるかマイシート」「はるかグリーンマイシート」 はるか６号

「くろしおグリーンマイシート」 くろしお６号

・発売期間：2021年１月30日まで

・設定期間：2021年２月28日まで

（３月利用分をもって発売を終了する商品）

商品名 対象列車

「マイシート」「グリーンマイシート」 びわこｴｸｽﾌﾟﾚｽ１号

「こうのとりマイシート」 こうのとり２号、４号

「はるかマイシート」「はるかグリーンマイシート」 はるか２号、４号

「くろしおマイシート」 くろしお２号、４号、６号

「らくラクはりまマイシート」「らくラクはりまグリーンマイシート」 らくラクはりま号

・発売期間：2021年２月27日まで

・設定期間：2021年３月31日まで



別紙４

■  J-WESTチケットレスキャンペーン(仮称)

（キャンペーン概要）

※キャンペーンの詳細は２月下旬頃「ＪＲおでかけネット」の専用ページでお知らせいたします。(キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。)

※キャンペーンの参加にはお手持ちのICOCAと専用ページからのエントリーが必要です。

（キャンペーンの対象列車・対象区間）

発駅 着駅

びわこｴｸｽﾌﾟﾚｽ１号、

はるか９号、11号

グループ② こうのとり２号、４号 柏原～宝塚間の停車駅 大阪・新大阪

グループ③ はるか２号、４号、６号 日根野～天王寺間の停車駅 天王寺・新大阪・京都

グループ④ くろしお２号、４号、６号 海南～和泉府中間の停車駅 天王寺・新大阪

グループ⑤ らくラクはりま号 姫路～三ノ宮間の停車駅 神戸・三ノ宮・大阪・新大阪

（主な区間のポイント還元例）

J-WEST 21回/月 J-WEST J-WEST

ﾁｹｯﾄﾚｽ 利用 ｶｰﾄﾞ会員 （参考） ﾈｯﾄ会員 （参考）

(区分②) （4月平日利用想定） 還元ﾎﾟｲﾝﾄ 実質負担額 還元ﾎﾟｲﾝﾄ 実質負担額

草津→大阪 750円 15,750円 2,250ﾎﾟｲﾝﾄ 13,500円 750ﾎﾟｲﾝﾄ 15,000円

新三田→大阪 550円 11,550円 1,650ﾎﾟｲﾝﾄ 9,900円 550ﾎﾟｲﾝﾄ 11,000円

天王寺→京都 650円 13,650円 1,950ﾎﾟｲﾝﾄ 11,700円 650ﾎﾟｲﾝﾄ 13,000円

和歌山→天王寺 650円 13,650円 1,950ﾎﾟｲﾝﾄ 11,700円 650ﾎﾟｲﾝﾄ 13,000円

西明石→大阪 650円 13,650円 1,950ﾎﾟｲﾝﾄ 11,700円 650ﾎﾟｲﾝﾄ 13,000円

（実施期間）

J-WESTカード会員が、グループ分けをした対象列車・対象区間を19回/月以上「J-WESTチケットレス」でご利用いただくと、19回目以降ご利用分をICOCAポイントで還元します。なお、J-
WESTネット会員は、21回/月以上のご利用で、21回目以降ご利用分をICOCAポイントで還元します。

主な区間

2021年４月１日から６月30日

グループ 対象列車
対象区間

グループ① 米原～京都間の停車駅 京都・新大阪・大阪
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