
 

 

 

２ ０ ２ 1 年 ８ 月 １ ９ 日 
 西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

せとうち観光ナビ「setowa」のエリアが四国全域に拡大します！ 
 
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、現在の岡山県・広島県・山口県を

中心とするせとうちエリアに加え、10 月から開催される四国デスティネーションキャンペーンに合わせて四国全域に
サービスエリアを拡大します。またエリア拡大に合わせて、四国をおトクに周遊できる「setowa 周遊パス」や観光・
体験・グルメが楽しめる「setowa チケット」の新規発売、および setowa の機能改修も実施します。  

『setowa』は、旅の予約やチケットの利用を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。せとうちや四国へのご旅行の際
には、是非ご利用下さい！ 

  
１．サービスエリア拡大日 
   2021 年 9 月 22 日（水）（予定） 

※アプリの審査状況等により、リリース日が遅れることがあります。 
 

２．サービスエリア 
   【現在】 

岡山県、広島県、山口県、愛媛県（松山市・今治市） 
【エリア拡大後】 

岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 
 

３．主な特徴 
（1）setowa 周遊パス、setowa チケットの新規発売 
     ＪＲ四国様や両備グループ様をはじめとした地域の事業者の皆様と連携し、四国エリアを安心、お

トクに周遊できる「setowa 周遊パス」を３商品、四国エリアの観光・体験・グルメが楽しめる
「setowa チケット」を約 20 商品新たに発売します。 
※商品内容は別紙、または setowa 内でご確認下さい。 

   （2）setowa 使い方ガイド、および「車のみ」「自転車のみ」経路検索機能等の追加 
       四国エリア拡大に合わせて、setowa の TOP 画面に setowa の使い方がよくわかる「使い方ガイ

ド」を追加します。また経路検索機能に、レンタカーでの移動やサイクリングでより便利にご利用いた
だけるよう「車のみ」や「自転車のみ」の経路を検索できる機能等を追加します。 

       
４．J-WEST ポイントが当たる！setowa でせとうちを旅しようキャンペーン 
   J-WEST カードで setowa 周遊パス、setowa チケットを購入されたお客様の中から、抽選で計 100 名

様に、J-WEST ポイント 1,000～5,000 ポイントをプレゼントするキャンペーンを、9 月 30 日まで実施し
ています。この機会に是非 J-WEST カードで setowa 周遊パス等をご購入下さい。 

 
５．setowa ご利用方法 

「setowa」は、スマートフォン用アプリに加え、スマートフォン用 WEB サイトでも利用可能です。 
(1) アプリ 

「Google Play」または「App Store」で「setowa」を検索し、ダウンロードして下さい。 
※動作推奨環境：Android 6.0 以上、iOS 11.0 以上 

（2）WEB サイト URL 
https://app.jwfm.setowa.jp/   

 ※以下 QR コードからアプリのダウンロードストア、WEB サイトへアクセスいただけます。 
        
 
 
 
  
 
※Android、Google Playおよび Google Playロゴは Google LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.

のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

WEB サイト 

https://app.jwfm.setowa.jp/


1「setowa周遊パス」新商品

・setowa四国エリア拡大に合わせて、自由周遊区間内のＪＲや指定の鉄道・路線バス・船舶が乗り放
題のsetowa限定おトクな周遊パスを新たに3商品発売します。
①setowa四国DC満喫きっぷ
②setowa香川愛媛ワイドパス
③setowa岡山香川ワイドパス

・「①setowa四国DC満喫きっぷ」、「②setowa香川愛媛ワイドパス」は2021年10月から開催される
四国デスティネーションキャンペーン期間限定の商品になりますので、この機会に是非ご利用下さい。

１

③setowa
岡山香川ワイドパス②setowa

香川愛媛ワイドパス

①setowa
四国DC満喫きっぷ



2setowa周遊パス ①setowa四国DC満喫きっぷ ２

発売額
おとな9,000円、こども3,000円（税込み）
※こどもは大人と同一行程の場合に限りご利用いただけます。
※こども用は、大人用と同時購入に限ります。

有効期間 3日間

発売期間
2021年9月22日～2021年12月26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
2021年10月1日～2021年12月28日までの土曜・日曜・祝日を1日以上含む連続する3日間
※2021年12月26日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
ごめん・なはり線 後免～奈半利

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



3setowa周遊パス ②setowa香川愛媛ワイドパス ３

発売額 おとな6,000円、こども3,000円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2021年9月22日～2021年12月29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
2021年10月1日～2021年12月31日までの連続する3日間
※2021年12月29日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）

瀬戸大橋線 児島～宇多津
予讃線 高松～宇和島
内子線 新谷～内子
高徳線 高松～引田
土讃線 多度津～琴平

※JR線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。 自由周遊区間



4setowa周遊パス ③setowa岡山香川ワイドパス ４

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
2021年9月22日～2022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
2021年10月1日～2022年4月2日
※2022年3月31日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



5setowa四国DC満喫きっぷ購入特典

setowa四国DC満喫きっぷ購入者には、「四国ＤＣ限定駅レンプラン購入割引」、および四国をぐるっと楽
しむ旅アプリ「しこくるり」の「旅ぱすポイント優待購入」の特典がついています。

５

四国ＤＣ限定駅レンプラン購入割引
四国エリア内のJR駅レンタカーで「駅レンプランSクラス24時間」のプランが、
通常8,250円のところ2,000円（免責保証込）でご利用いただけます。
※setowa四国DC満喫きっぷをご購入のうえ、専用ページから
ご予約いただいた場合に限ります。

「しこくるり」旅ぱすポイント優待購入
四国をぐるっと楽しむ旅アプリ「しこくるり」でのポイント購入が、通常６ポイント2,500円のところ、2,200円で購入
いただけます。
※優待購入は、setowa四国DC満喫きっぷ購入後にお知らせする「しこくるり優待」

専用ページからお申込みいただけます。
※四国観光アプリ「四国旅ぱす。」が2021年秋にリニューアルし、「しこくるり」に変わります。

「しこくるり」のサービス内容やポイントで利用できる施設などは以下URL、またはQRコード
からご確認下さい。
https://shikokururi.com

https://shikokururi.com/tabipass/


6setowa岡山香川ワイドパス購入特典 「DISCOVER WEST パスポート」

※setowa岡山香川ワイドパスの購入特典、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。
※setowa四国DC満喫きっぷ、setowa香川愛媛ワイドパスに、「DISCOVER WEST パスポート」の引換券はついておりません。

setowa岡山香川ワイドパスには、購入特典として「DISCOVER WEST パスポート」の引換券がついてい
ます。

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）
・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 パスポートへの引換場所、および特典内容は
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＞
１）「DISCOVER WEST パスポート」引換場所で購入済のsetowa

周遊パスのチケット画面から「DISCOVER WEST パスポート」の引換券を
表示して下さい。
※引換場所は購入いただいたsetowa周遊パスエリア内に限ります。
※チケット表示時、現地スタッフに施設コードを確認の上、入力して下さい。

２）「DISCOVER WEST パスポート」を受け取り、参画施設で提示して下さい。

※パスポートのデザインは変更になる場合があります

６

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


7「setowaチケット」新商品 7

四国の旅を彩る、地元おすすめの観光や体験のチケットを新たに約20商品発売します。

① 高速観潮船 うずしお汽船 –徳島–

高速観潮船ならではの迫力ある写真撮影も大人気の渦潮観潮船で、
世界三大潮流の鳴門のうず潮を体験！次々と流れ来る大渦小渦に
あなたも歓声を上げること間違いなし！

・販売額 おとな 1,600円 、 こども800円
※すだちジュースプレゼントの特典あり

・販売条件 利用日当日まで購入可能

② 小豆島島めぐり観光バス –香川–

寒霞渓の山頂や二十四の瞳映画村、小豆島オリーブ公園など
小豆島人気観光スポットを観光バスで効率よく回ります！
小豆島が初めての方、車を使わずに小豆島をめぐりたい方におすすめです！

・販売額 おとな 3,780円 、 こども 1,890円
（通常：おとな 4,200円 、 こども 2,100円）

・運行時間 9：45～15：25
・出発地 小豆島土庄港観光センター前
・販売条件 利用日の前日15：00まで購入可能



8「setowaチケット」新商品 8

④四万十川屋形船 なっとく –高知–

大自然に囲まれた四万十川をゆっくり、ゆったりと屋形船で遊覧していただきます。
約50分間の船旅で緑深き山々と青く澄んだ「日本最後の清流」をご堪能下さい。

・販売額 おとな 2,000円 、 こども1,000円
（通常料金：おとな 2,200円、こども 1,100円）

・販売条件 利用日当日まで購入可能

※商品詳細やその他商品は、setowaでご確認下さい。

③松山城と選べる鯛めし＆みかん蛇口体験 –愛媛–

松山城天守観覧と往復のロープウェイ・リフトの乗車に加え、
選べる鯛めしランチと、都市伝説「蛇口からみかんジュース」を体験できるプラン。
「松山に来たらこれを体験したい！」がセットになったおトクな商品です。

・販売額 おとな 2,200円
・販売条件 利用日当日まで購入可能



9setowa使い方ガイドの追加、経路検索機能の向上 9

・setowaをより便利におトクに使いこなしていただけるよう、setowaTOP画面から「setowa使い方ガイ
ド」をご覧いただけるようになります。

・レンタカー・カーシェアの利用やサイクリングなど、旅ナカで車や自転車で移動する際に便利な「車のみ」
「自転車のみ」で経路検索いただける機能を追加します。
また経路検索の出発地、目的地に駅や港、観光スポットに加え、バス停も設定できるようになります。

※setowa使い方ガイド、経路検索の機能向上は、setowa四国エリア拡大と同日の9月22日にリリース予定です。

setowa使い方ガイド 「車のみ」「自転車のみ」経路検索機能

検索条件に「車のみ」
「自転車のみ」を追加

自転車のみの
時間、経路を表示

「使い方」アイコンを
追加



10J-WESTカード×setowa キャンペーン 10

J-WESTカードで「setowa周遊パス」、「setowaチケット」を購入いただいた方を対象に、J-WESTポイント
が当たるキャンペーン「J-WESTポイントが当たる！setowaでせとうちを旅しようキャンペーン」を実施していま
す。この機会に是非、J-WESTカードの入会、およびJ-WESTカードでsetowa周遊パス等を購入下さい！

１．キャンペーン名称
J-WESTポイントが当たる！setowaでせとうちを旅しようキャンペーン

２．キャンペーン期間
2021年7月1日（木）～2021年9月30日（木）

３．概要
キャンペーン期間中のJ-WESTカードでの「setowa周遊パス」、「setowaチケット」の購入金額総額を

500円1口として抽選を行い、合計100名様に、以下のJ-WESTポイントをプレゼントいたします。
5,000ポイント（10名様）、3,000ポイント（30名様）、1,000ポイント（60名様）

※本キャンペーンはエントリー不要です。

４．対象チケット
setowaで発売しているすべての「setowa周遊パス」、「setowaチケット」

キャンペーンの詳細は、JR おでかけネットでご確認下さい。
https://www.jr-odekake.net/j-west/campaign/setowa_cp/

https://www.jr-odekake.net/j-west/campaign/setowa_cp/

