
 

 

 

 
2 0 2 2 年 3 月 1 4 日 
西日本旅客鉄道株式会社 

 

ICOCA定期券 『プラス』 Spring キャンペーンについて 
 
JR西日本では、新型コロナウイルス感染症による社会変容に対応した鉄道サービスの提供に取り組ん

でいるところです。 
昨年秋に続き、この春、JR 西日本を通勤・通学で日々ご利用いただくお客様へ感謝の気持ちを込め、

ICOCA 定期券をお持ちのお客様を対象とした「プラス城崎きっぷ」の発売や、JR 西日本グループ施設を
おトクにご利用いただける特典をご提案する「ICOCA 定期券『プラス』Spring キャンペーン」を実施し
ます。引き続き便利なICOCA定期券をぜひご利用ください。 
 
１．キャンペーン概要 

ICOCA 定期券をお持ちのお客様に「持ってて『プラス』」な特典をご提案します。 
 
２．対象者・期間・特典内容 
(１) 持ってて『プラス』特典Ａ「プラス城崎きっぷ」 
① 対象のお客様 

JR 西日本エリアをご利用区間に含み、2022 年 4 月 20 日(水)を有効期間に含む ICOCA 定期券を
お持ちで、2022年 4月 20日(水)までにWEBエントリーをされたお客様。 

② 特典内容 
「プラス城崎きっぷ」をご購入いただけます。 
京都・大阪から城崎温泉へ！往復でおとな 5,000円／こども2,000円のおトクなきっぷです。 
・きっぷ利用期間：2022年 5月13日(金)～7月 14日(木) （有効期間2日間） 
         ※7月 14日ご利用開始分の復路は 7月15日まで利用可 
・きっぷ発売期間：2022年 5月10日(火)～7月 11日(月) 

※ご利用日の 1ヶ月前～3日前まで発売します。 

(２) 持ってて『プラス』特典Ｂ「JR西日本グループ施設特典」 
① 対象のお客様 

お申込み時点で有効な、JR西日本エリアをご利用区間に含むICOCA定期券をお持ちのお客様。 
※Ｂ-①のみ4月 20日(水)を有効期間に含む ICOCA定期券が対象となります。 

② 特典利用期間：2022年 4月 1日(金)～ ※各特典ごとに利用期間が異なります。 
③ 特典内容 
Ｂ-① 京阪神 6店舗の「Work PLACE COCOLO」を 1か月間使えるサブスクサービスをご購入いた

だけます。 
 Ｂ-② 京阪神エリア 13 店舗で使えるレンタサイクルのサブスクリプションサービス「どこでも

サイクル券」をご購入いただけます。 
 Ｂ-③ 京都鉄道博物館にて「オリジナルクリアファイル」をプレゼントします。 
 Ｂ-④ 大阪ステーションシティ サウスゲートビル 16 階レストランフロア「イチロクグルメ」

のご利用で「リニューアルオープン記念ノベルティ」をプレゼントします。 
 Ｂ-⑤ ホテルグランヴィア京都「オリジナルステンレスボトル」と「コーヒーサブスク券」のお

トクなセットをご購入いただけます。 
 Ｂ-⑥ ホテルグランヴィア大阪のコーヒーのサブスクリプションサービスをご購入いただけま

す。 
 Ｂ-⑦ ホテルヴィスキオ尼崎のコーヒーのサブスクリプションサービスをご購入いただけます。 

 
詳しい参加方法・特典内容等は別紙または下記ＵＲＬをご確認ください。 
https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/ 
 
 
 

 

https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/
https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/
https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp/?utm_source=own_corp&utm_medium=referral&utm_campaign=202109_pluscampaign_cp_press
https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp/?utm_source=own_corp&utm_medium=referral&utm_campaign=202109_pluscampaign_cp_press


 

 

 

別紙 キャンペーン内容の詳細について 
１．持ってて『プラス』特典Ａ「プラス城崎きっぷ」  

期間 ・エントリー期間：2022年4月20日(水)まで 

・きっぷ利用期間：2022年5月13日(金)～7月14日(木) （有効期間2日間） 

         ※7月14日ご利用開始分の復路は7月15日まで利用可 

・きっぷ発売期間：2022年5月10日(火)～7月11日(月) 

※ご利用日の1ヶ月前～3日前まで発売します。 

対象の 

お客様 

・以下の3点を満たしているお客様が対象になります。 

 

① JR西日本エリアをご利用区間に含み、2022年 4月20日(水)を有効期間に含むICOCA定

期券をお持ちであること。 

② J-WESTネット会員登録をされていること 

③ 2022年4月20日(水)までにWEBエントリーを済ませていること 

 

※2022年4月20日(水)で有効期間が終了するICOCA定期券も対象となります。 

※ICOCA定期券(SMART ICOCA、こどもICOCA含む)が対象です。磁気定期券は対象外です。 

※2022年 4月 19日(火)までに磁気定期券から ICOCA定期券に振り替えた場合も対象となり

ます。 

※JR西日本エリアをご利用区間に含まないICOCA定期券は対象外です。 

参加方法

(ｴﾝﾄﾘｰ) 

STEP１ J-WESTネット会員の方がWEBから、キャンペーン対象となるICOCA定期券を「ICOCA 

ポイント付与対象ICOCA」として登録いただくことでエントリーとなります。  

STEP２ JR西日本インターネット予約（e5489）で「プラス城崎きっぷ」を対象者限定で発売

します。 

※キャンペーン対象となるICOCA定期券を、Club J-WEST会員サポートページにて「ICOCAポ 

イントサービスの利用登録」されている方や、キャンペーン対象となる定期券をSMART  

ICOCAでご購入されている方は再度のエントリーは不要です。 

※「ICOCAポイント付与対象ICOCA」登録状況の確認方法は以下のHPをご参照ください。 
https://www.jr-
odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/howto_entry/ 
※エントリーには、J-WESTネット会員へのご登録・およびログインが必要です。 

※SMART ICOCAをお持ちの方 

キャンペーン対象となる定期券をSMART ICOCAではないICOCAでご購入されている場 

合は、「ICOCAポイント付与対象ICOCA」を変更できない場合がございます。その場合は、

e5489サポートダイヤル（0570-00-5490）へお問い合わせください。 

※以下の（１）（２）の方法で「ICOCAポイントサービスの利用登録」をされた場合は、改め 

て エントリーが必要です。 

（１） ICOCAエリア内の JR西日本の駅の自動券売機（紺色またはピンク色）で利用登録さ

れた場合 

（２） J-WEST ネット会員以外のお客様で、WEB での利用登録フォームから利用登録をされ

た場合 

※ICOCA定期券に25カ月以上チャージまたはポイントチャージがない場合は「ICOCAポイン 

トサービスの利用登録」が解除されます。（SMART ICOCAについては、利用登録は解除され 

ません）利用登録が解除されている場合は再度利用登録を行ってください。 

※ICOCAの再発行などで ICOCA番号（カード裏面右下の JWから始まる半角英数字17桁のカ

ード番号）が変更となった場合は、改めてエントリーが必要です。 

 

https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/howto_entry/
https://www.jr-odekake.net/icoca/campaign/icoca_teiki_cp_spring/howto_entry/


 

 

 

特典内容 ・「プラス城崎きっぷ」をご購入いただけます。 

 

【きっぷの内容】 

○利用期間：2022年5月13日(金)～7月14日(木)  

（有効期間2日間） 

 ※7月14日ご利用開始分の復路は7月15日まで利用可 

○発売期間：2022年5月10日(火)～7月11日(月) 

※ご利用日の1ヶ月前～3日前まで発売します。 

○設定区間・おねだん（1名様・往復）：  

・大阪（市内）⇒ <福知山線経由> ⇒城崎温泉 ：おとな5,000円、こども2,000円 

・京都（市内）⇒  <山陰線経由>  ⇒城崎温泉 ：おとな5,000円、こども2,000円 

 ※往復特急列車の普通車指定席をご利用いただけます。 

○主なきっぷの効力・発売条件等： 

・「ゆき券」「かえり券」「プラス城崎きっぷ特典引換券」をセットで発売します。 

・JR西日本インターネット予約「e5489」で発売します（駅のみどりの窓口や旅行会社では

発売しません）。 

・ICOCA定期券購入者お一人様あたり発売期間中に2回まで、1回あたり4名様分（同一日

利用、定期券購入者ご本人と同行者3名様分）まで購入可能です。 

※こどものみの発売・ご利用はできません。  

・「ゆき」の一部の特急列車（こうのとり1号・3号、きのさき1号）は予約できません。 

・ご利用日ごとに発売枚数に限りがあります。 

・予約された列車の指定席に限りご利用可能です。その他の列車・座席はご利用いただけま

せん。また、予約の変更（券種間、乗車日、利用区間・列車）もできません。 

○購入特典 以下からおひとつ選べる購入特典も！ 

（１）「たじまわる1日乗車券無料」 ［全但バス］ 

    ※「プレミアム号」または「神鍋うわの高原号」がご利用いただけます。 

※土日祝のみの運行となります。 

（２）「オリジナルマスク」プレゼント ［城崎温泉観光センター］ 

※数量限定・おとなのみ対象です。 

（３）レンタル浴衣500円割引 ［ゆかた専門店いろは］ 

   ※浴衣の利用は身長130㎝以上が対象です。 

 ※ご利用の際は、あらかじめキャンペーン専用ページや各施設のホームページをご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「プラス城崎きっぷ」の発売・利用条件など詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://tickets.jr-

odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?staticShnId=100009443 

 

※おでかけの際は列車・駅の混雑状況のお知らせ等をご確認のうえ、列車内・駅構内においてマスク着用や会話を

控えめにしていただくこと、混雑した時間帯のご利用を避けることなど、「新しい旅のエチケット」へのご協力

をお願いいたします。 

 

 

◎夢但馬周遊バス「たじまわる」  ◎城崎温泉オリジナルマスク  ◎ゆかた専門店いろは 

 

 

 

https://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?staticShnId=100009443
https://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?staticShnId=100009443


 

 

 

 

２．持ってて『プラス』特典Ｂ「JR西日本グループ施設特典」 

Ｂ-① 京阪神６店舗の「Work PLACE COCOLO」を１ヶ月間使えるサブスクリプションサービス 
利用期間 ・第１ターム：2022年5月16日(月)～6月15日(水) 

第２ターム：2022年6月16日(木)～7月15日(金) 

対象の 

お客様 

JR西日本エリアをご利用区間に含み、2022年4月20日(水)を有効期間に含むICOCA定期券

をお持ちで、Work PLACE COCOLOホームページのお申込みフォームから事前申し込みをして

いただいたお客様 ※各ターム先着20名限定  

特典内容 ・Work PLACE COCOLO 6店舗（阿倍野松崎、高槻、姫路、三ノ宮、新大阪、大阪）を期間中

500円で利用していただけます。 

  

 
 

【ワークスペースサブスクリプションの概要】 

・利用期間 ：第 1ターム：2022年5月16日(月)～6月15日(水)  

第 2ターム：2022年6月16日(木)～7月15日(金) 

 ※お申込みの際に、ご希望のタームを選択してください。 

・申込期間 ：第 1、第2タームとも2022年4月1日(金)～4月22日(金) 

・利用時間 ：終日（各店舗の営業時間内） 

・利用店舗 ：6店舗（阿倍野松崎、高槻、姫路、三ノ宮、新大阪、大阪） 

・利用エリア：オープンスペースのみ ※オプションスペースは有料となります。 

・料金   ：500円／1ターム 

・定員   ：20名／1ターム  ※先着順、定員になり次第終了 

・ご利用の流れ 

（１）2022年4月１日(金)～4月22日(金)の期間中に、Work PLACE COCOLOホームページの

専用の申込みフォームに、氏名・メールアドレス・電話番号・対象となるICOCA定期券の

ICOCA番号（カード裏面右下の JWから始まる半角英数字17桁）を入力し送信してくださ

い。 

（２）お申込み時にご登録いただいたICOCAで定期券をご利用いただいているかを確認の上、 

2022年 4月27日(水)～5月 13日(金)までに、ご登録いただいたメールアドレス宛てに

ご利用可否のご連絡をいたします。 

（３）Work PLACE COCOLOホームページから会員登録を行い利用開始 

※会員登録時には申込時の氏名・メールアドレス・電話番号をご入力ください 

（４）各タームの開始日前日（第1ターム：2022年5月15日 第 2ターム：2022年６月15

日）までにキャンセルのご連絡がない場合は、各期日（第1ターム：2022年5月31日 第

2ターム：2022年6月30日）に、ご登録いただいたクレジットカードから500円をお引き

落としさせていただきます。 

（５）ご利用時 

Work PLACE COCOLOのマイページより利用したい店舗、オープンスペースを予約してくだ

さい。COCOLOに入室される際は、予約時に発行されるURL錠を用いてご入室ください。 

※初回入室後、ICOCAを入退室用カードとして登録することも可能です。 

※詳しくは、Work PLACE COCOLO 公式ホームページをご確認ください。 

https://jrwd-workspace.com/ 

 

 

◎Work PLACE COCOLO OSAKA 

オープンワークエリア 

https://jrwd-workspace.com/


 

 

 

Ｂ-② 京阪神エリア13店舗で１ヶ月間使えるレンタサイクルのサブスクリプションサービス 

「どこでもサイクル券」 

利用期間 2022年4月1日(金)～7月31日(日) 

対象の 

お客様 

お申込み時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお持ちのお客

様 

特典内容 ・JR西日本レンタカー&リースが運営する京阪神エリア13店舗のレンタサイクルのデイユー 

ス（9時～16時）を、1ヶ月間、1,500円でどの店舗でも乗り放題でご利用いただけます。  

 

  
 

【「どこでもサイクル券」の概要】 

・利用期間：2022年4月1日(金)～7月31日(日)うち１ヶ月間 

・発売期間：2022年4月1日(金)～7月31日(日)  

 ※7月2日(土)以降も発売しますが、利用期間は7月31日(日)までです。 

・利用時間：各日9:00～16:00 

・利用料金：1,500円 

 

【ご利用の流れ】 

（１）店舗にてICOCA定期券を提示のうえ、「どこでもサイクル券」を購入 

   （お客様のご連絡先などを確認させていただきます。） 

（２）各店舗にて「どこでもサイクル券」を提示し、サイクルをご利用ください。 

 ※9時より前のご利用及び16時を超えたご利用の際は、別途料金が必要です。 

・「どこでもサイクル券」発売及び利用店舗 京阪神エリアの駅リンくん13店舗 

  彦根、近江八幡、石山（石山北口は除く）、茨木、新大阪、塚本、西九条、鴻池新田、 

星田、伊丹、明石、加古川、姫路   

                                                                                   

※詳しくはJR西日本レンタカー&リースのホームページでご確認ください。 

https://www.ekiren.com/ekirinkun 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

◎レンタサイクル 

※籠の色は変わる可能性があります。 

https://www.ekiren.com/ekirinkun


 

 

 

Ｂ-③ 京都鉄道博物館「オリジナルクリアファイル」プレゼント 

利用期間 2022年4月1日(金)～7月31日(日) ※2022年4月29日(金・祝)～5月8日(日)を除く 

対象の 

お客様 

お申込み（ご利用）時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお

持ちのお客様 

特典内容 ・ICOCA 定期券をお持ちのお客様おひとりにつき「オリジナルクリアファイル」をおひとつ

お渡しします。（1回に限ります。） 

・ICOCA定期券と、JR西日本公式アプリ「WESTER」のクーポンの両方を、本館インフォメー

ションでご提示ください。（WESTERのインストールは無料です。） 

 

            
 

※ノベルティ内容は変更となる場合があります。 

※休館日：2022年 4月 13日(水)・4月 20日(水)・4月 27日(水)・5月 11日(水)・5月18

日(水)・5月 25日(水)・6月1日(水)・6月7日(火)～9日(木)・6月15日(水)・6月22

日(水)・6月29日(水)・7月6日(水)・7月13日(水) 

 

※2022年4月29日(金・祝)～5月8日(日)は、博物館は開館しておりますが、ノベルティお

渡しの対象期間外となりますのでご注意ください。 

※開館時間、入館料金等は京都鉄道博物館のホームページでご確認ください。 

https://www.kyotorailwaymuseum.jp/ 

 

 

Ｂ-④ 大阪ステーションシティ サウスゲートビル 16階レストランフロア『イチロクグルメ』 
「リニューアルオープン記念ノベルティ」プレゼント 

利用期間 2022年4月28日(木)～7月31日(日) 

対象の 

お客様 

お申込み（ご利用）時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお

持ちのお客様 

特典内容 ・大阪ステーションシティ サウスゲートビル16階レストランフロア「イチロクグルメ」

のいずれかの店舗をご利用いただいた際、ICOCA定期券をお持ちのお客様おひとりにつき

「リニューアル記念ノベルティ」をおひとつお渡しします。（１回に限ります。） 

・ICOCA定期券と、JR西日本公式アプリ「WESTER」のクーポンの両方を、お会計の際にレジ

でご提示ください。（WESTERのインストールは無料です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※営業時間等はOSAKA STATION CITYの公式ホームページでご確認ください。            

https://osakastationcity.com/16gourmet/ 

 

 

 

◎オリジナルファイル 

※画像はイメージです 

◎京都鉄道博物館 

 

https://www.kyotorailwaymuseum.jp/
https://osakastationcity.com/16gourmet/
https://osakastationcity.com/16gourmet/


 

 

 

Ｂ-⑤ ホテルグランヴィア京都「ステンレスボトル」と「コーヒーサブスク券」のおトクなセット 

利用期間 2022年4月1日(金)～2022年6月30日(木) 

対象の 

お客様 

お申込み時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお持ちのお客

様 

特典内容 ・ホテルグランヴィア京都2Fのカフェレストラン ル・タンにて「オリジナルステンレスボ

トル」と、購入日から6月30日(木)までテイクアウトコーヒーを利用できる「コーヒー

サブスク券（１日3杯まで）」のセットを6,000円で購入することができます！ 

  

 
 

【「オリジナルステンレスボトル」と「コーヒーサブスク券」のセット概要】 

・発売期間：2022年4月１日(金)～2022年6月30日(木) 

・ICOCA定期券をお持ちのお客様先着 50名様限定で、「オリジナルステンレスボトル（360

ｍｌ）」と「コーヒーサブスク券」をセットで6,000円で発売致します。 

・ホテルグランヴィア京都2Fのカフェレストラン ル・タンでICOCA定期券をご提示くださ

い。 

※「オリジナルステンレスボトル」はブロンズ・クールグレーの2色をご用意していますが、

各色とも在庫数には限りがあります。在庫状況によってはボトルの色を指定できない場合

がございますのでご了承ください。 

・購入いただいた「オリジナルステンレスボトル」を同店舗営業時間内にお持ちいただき「コ

ーヒーサブスク券」をスタッフへご提示いただくと、ブレンドコーヒーを無料で「オリジ

ナルステンレスボトル」へご提供します。 

※テイクアウトのみのご利用となります。 

※ボトルは事前に洗浄を行ったうえでお持ちください。店舗での洗浄は承ることができませ

ん。 

※お預かりしたボトルにコーヒーを注ぎ、ボトルの表面をアルコール消毒してお渡しいたし

ます。 

※「コーヒーサブスク券」１枚あたり１日3杯までご利用可能です。 

※「コーヒーサブスク券」の利用期間は、チケットの購入日から2022年 6月30日(木)まで

です。 

※ホテルグランヴィア京都2Fのカフェレストラン ル・タンの営業時間など、詳しくはホテ

ルグランヴィア京都公式ホームページをご確認ください。 

https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/pastrybakery/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎オリジナルステンレスボトル 

※在庫状況によってはボトルの色を指定できない場合がございます。 

https://www.granvia-kyoto.co.jp/restaurant/pastrybakery/


 

 

 

Ｂ-⑥ ホテルグランヴィア大阪 コーヒーのサブスクリプションサービス 

利用期間 2022年4月15日(金)～7月31日(日) 

対象の 

お客様 

お申込み時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお持ちのお客

様 

特典内容 ・ホテルグランヴィア大阪1F ティーラウンジの「四季のオリジナルブレンドコーヒー」を

テイクアウトにてご提供！10日間 1,500円、30日間4,500円にて 1日 1杯ご利用いただ

けます。  

 

 
 

【コーヒーサブスク券の概要】 

・利用期間：2022年4月15日(金)～7月31日(日)のうち、購入日から10日間又は30日間 

・発売期間：2022年4月15日(金)～7月22日(金) 

※30日間プランに関しては、7月 2日(土)で発売終了。利用期間は7月 31日(日)までで

す。 

・利用時間：[平 日] 10:00～19:30（L.O.） 

      [土曜日]  9:30～19:30（L.O.） 

      [日曜祝日] 9:30～17:30（L.O.） 

・利用料金：10日間プラン 1,500円、30日間プラン 4,500円 

・ご利用の流れ 

（１）ホテルグランヴィア大阪1F ティーラウンジにてICOCA定期券を提示のうえ、「コー

ヒーサブスク券」を購入   

  ※お客様のご連絡先などを確認させていただきます。 

（２）ティーラウンジにて「コーヒーサブスク券」を提示。テイクアウトコーヒーを無料で

提供します。 

 ※店内でのご利用はいただけません。 

 ※１日１杯までのご提供となります。 

 

・ティーラウンジの営業時間など、詳しくはホテルグランヴィア大阪公式ホームページをご

確認ください。 

https://www.granvia-osaka.jp/restaurant/ll/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎テイクアウトコーヒー 

https://www.granvia-osaka.jp/restaurant/ll/


 

 

 

Ｂ-⑦ ホテルヴィスキオ尼崎 コーヒーのサブスクリプションサービス「コーヒーサブスク券」 

利用期間 2022年4月1日(金)～7月31日(日) 

対象の 

お客様 

お申込み時点で有効な、ＪR西日本エリアをご利用区間に含む ICOCA定期券をお持ちのお客

様 

特典内容 ・ホテルヴィスキオ尼崎2F 直営レストラン「ウエストリバー」でコーヒーを1ヶ月間2,500

円で、1日3杯までご利用いただけます！  

 

  
 

【コーヒーサブスク券の概要】 

・利用期間：2022年4月1日（金）～7月31日（日）のうち１ヶ月間 

・発売期間：2022年4月1日（金）～7月31日（日） 

※7月 2日（土）以降も発売しますが、利用期間は7月31日（日）までです。 

・利用時間（ご利用は営業時間内に限ります。） 

7：00～10：00（L.O. 9：30） 

11：30～15：00（L.O.14：30）※定休日：月曜日（祝日を除く） 

17：00～21：00（L.O.20：30）※定休日：月曜日、祝日 

・利用料金：2,500円 

・ご利用の流れ 

（１）ホテルヴィスキオ尼崎2FウエストリバーにてICOCA定期券を提示のうえ、「コーヒー

サブスク券」を購入 

 ※お客様のご連絡先などを確認させていただきます。 

（２）店舗にて「コーヒーサブスク券」を提示し、コーヒーをご注文ください。 

 

※ウエストリバーのご利用状況をご確認いただけます。詳しくはホテルヴィスキオ尼崎公式

ホームページをご確認ください。 

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/ 

 

 

◎コーヒー 

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

