
 

 

 

2 0 2 2 年 ７ 月 2 7 日 
西日本旅客鉄道株式会社 

 

秋のおでかけは、早めの予約でおトクに便利！！ 

「ＷＥＢ早特２１」の発売について 
 

ＪＲ西日本では、北近畿・南紀 ～ 京阪神、山陰 ～ 京阪神・岡山・広島の移動におトクな「ＷＥＢ早特２１」を 

期間限定・席数限定で発売します。 

今年の９月～１０月は三連休が３回あるなど、ご旅行に絶好の機会です。秋のおでかけに、ぜひご利用ください。 

 

～おすすめのポイント！～ 

  ・ご利用日の１ヶ月前の10:00から 21日前の23:30までの早期予約で大変おトク！ 

  ・お１人様からご利用いただけます。 

  ・ＪＲ西日本ネット予約「e5489」限定の片道タイプのきっぷです。 
 

 ～ 商品概要 ～ 

  ○発売期間  2022年８月１日（月）～ 2022年10月10日（月・祝） 

※ご利用日の１ヶ月前10:00から21日前の23:30まで発売します。 

  ○ご利用期間 2022年９月１日（木）～ 2022年10月31日（月） 

  ○主な区間のおねだん（１名様あたり、片道、普通車指定席・通常期、山陽新幹線は「のぞみ」号利用の場合） 

※その他出発駅からの設定もあります。詳細は別紙をご覧ください。 

  ○発売箇所  ＪＲ西日本ネット予約「ｅ5489」※駅のみどりの窓口等では発売いたしません。 

  ○その他   ・「ｅ５４８９」のご利用には「Ｊ－ＷＥＳＴネット会員」への登録が必要です。（登録無料） 

         ・発売枚数には限りがありますので、お早めにお申し込みください 

・きっぷの受取前後に関らず、有効期間開始日、券種間、利用区間、指定列車の変更はできません。 

○きっぷのご利用条件など、詳しくは「ＪＲおでかけネット」をご覧ください。 

 
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。 

エリア 利用列車 設定区間 区分 おねだん 所定額 おトク額 

南紀 くろしお 新大阪～白浜 
おとな 3,980円 5,700円 1,720円 

こども 1,980円 2,840円 860円 

北近畿 こうのとり 大阪～城崎温泉 
おとな 3,980円 5,700円 1,720円 

こども 1,980円 2,840円 860円 

山陰 

山陽新幹線 

＋ 

やくも 

新大阪～出雲市 
（大阪市内） 

おとな 6,730円 11,340円 4,610円 

こども 3,350円 5,660円 2,310円 

スーパーはくと 大阪市内～鳥取 
おとな 5,040円 7,220円 2,180円 

こども 2,520円 3,610円 1,090円 

JR西日本



（別紙）

　　

■設定区間・おねだん
　　○別表１～４をご覧ください。

※ 記載していない区間は、設定がありません。

　　
　　○「おねだん」は、繁忙期、通常期、閑散期で異なります。

※ 別表１～３に記載の「おねだん」は、通常期のおねだんです。

繁忙期、閑散期にご利用の場合は、

注釈に記載している金額を「増し」または「引き」してください。

※ 別表４の区間は、おねだんの変動はありません。

繁忙期・閑散期や、利用する山陽新幹線の列車を問わず同一のおねだんです。

　　・繁忙期： ４月２８日～５月６日、７月２１日～８月３１日、
１２月２５日～１月１０日、３月２１日～４月５日

　　・閑散期： １月１６日～２月末日・６月・９月・
１１月１日～１２月２０日の期間の月～木曜日
　※ただし、祝日及びその前日と振替休日を除きます

　　　　　　　　
　　・通常期： 繁忙期・閑散期以外の日

■ご利用列車
　　○ご利用になれる列車を事前にご確認のうえ、ご予約・ご利用ください。

※ 設定区間は別表１～４に記載のとおりです。

実際の乗車区間に関わらず、ご予約時の乗降駅は設定区間の駅名を入力してください。

WEB早特２１
設定区間・おねだん・ご利用列車一覧表



■設定区間・おねだん（繁忙期はおとな１４０円・こども７０円増し、閑散期はおとな１４０円・こども７０円引き）

京都 ～ 和歌山 おとな 2,660円

こども 1,320円

京都 ～ 海南 おとな 2,970円

こども 1,470円

京都 ～ 湯浅 おとな 3,440円

こども 1,710円

京都 ～ 御坊 おとな 3,750円

こども 1,860円

京都（市内） ～ 紀伊田辺 おとな 4,360円

こども 2,170円

京都（市内） ～ 白浜 おとな 4,590円

こども 2,290円

京都（市内） ～ 串本 おとな 5,130円

こども 2,560円

京都（市内） ～ 紀伊勝浦 おとな 5,760円

こども 2,870円

京都（市内） ～ 新宮 おとな 5,760円

こども 2,870円

新大阪 ～ 和歌山 おとな 1,940円

こども 970円

新大阪 ～ 海南 おとな 2,120円

こども 1,060円

新大阪 ～ 湯浅 おとな 2,740円

こども 1,360円

新大阪 ～ 御坊 おとな 2,970円

こども 1,470円

新大阪 ～ 紀伊田辺 おとな 3,750円

こども 1,860円

新大阪 ～ 白浜 おとな 3,980円

こども 1,980円

新大阪（市内） ～ 串本 おとな 4,590円

こども 2,290円

新大阪（市内） ～ 紀伊勝浦 おとな 4,900円

こども 2,440円

新大阪（市内） ～ 新宮 おとな 5,130円

こども 2,560円

天王寺 ～ 和歌山 おとな 1,660円

こども 830円

天王寺 ～ 海南 おとな 1,990円

こども 990円

天王寺 ～ 湯浅 おとな 2,240円

こども 1,110円

天王寺 ～ 御坊 おとな 2,740円

こども 1,360円

天王寺 ～ 紀伊田辺 おとな 3,440円

こども 1,710円

天王寺 ～ 白浜 おとな 3,750円

こども 1,860円

天王寺（市内） ～ 串本 おとな 4,590円

こども 2,290円

天王寺（市内） ～ 紀伊勝浦 おとな 4,900円

こども 2,440円

天王寺（市内） ～ 新宮 おとな 5,130円

こども 2,560円

新大阪 ～ 福知山 おとな 2,740円

こども 1,360円

新大阪 ～ 豊岡 おとな 3,750円

こども 1,860円

新大阪 ～ 城崎温泉 おとな 3,980円

こども 1,980円

大阪 ～ 福知山 おとな 2,740円

こども 1,360円

大阪 ～ 豊岡 おとな 3,750円

こども 1,860円

大阪 ～ 城崎温泉 おとな 3,980円

こども 1,980円

尼崎 ～ 福知山 おとな 2,740円

こども 1,360円

尼崎 ～ 豊岡 おとな 3,750円

こども 1,860円

尼崎 ～ 城崎温泉 おとな 3,750円

こども 1,860円

■ご利用列車：上記に記載の全ての特急列車をご利用になれます。

※豊岡・城崎温泉発着は、福知山駅で改札を出ないで特急列車を乗り継ぐ場合に限り、特急「きのさき」をご利用になれます。

南紀 くろしお

北近畿 こうのとり

別表１．南紀（くろしお）・北近畿（こうのとり）

エリア 利用列車 設定区間 区分 おねだん（通常期）



■設定区間・おねだん（繁忙期はおとな２００円・こども１００円増し、閑散期はおとな２００円・こども１００円引き）

のぞみ・みずほ利用 ひかり・さくら・こだま利用

新大阪（市内） ～ 米子 おとな 6,130円 6,030円

こども 3,060円 3,010円

新大阪（市内） ～ 松江 おとな 6,490円 6,390円

こども 3,240円 3,190円

新大阪（市内） ～ 出雲市 おとな 6,730円 6,630円

こども 3,350円 3,300円

新神戸（市内） ～ 米子 おとな 6,010円 5,910円

こども 3,000円 2,950円

新神戸（市内） ～ 松江 おとな 6,130円 6,030円

こども 3,060円 3,010円

新神戸（市内） ～ 出雲市 おとな 6,600円 6,500円

こども 3,290円 3,240円

広島（市内） ～ 米子 おとな 6,600円 6,500円

こども 3,290円 3,240円

広島（市内） ～ 松江 おとな 6,840円 6,740円

こども 3,410円 3,360円

広島（市内） ～ 出雲市 おとな 7,330円 7,230円

こども 3,650円 3,600円

■ご利用列車：山陽新幹線（但し、全車自由席の列車を除きます。）と特急「やくも」をご利用になれます。

※ご利用当日に岡山駅で上記対象列車を乗り継ぐ場合に限ります。その他の乗り継ぎはできません。

■設定区間・おねだん（繁忙期はおとな１４０円・こども７０円増し、閑散期はおとな１４０円・こども７０円引き）

岡山 ～ 米子 おとな 3,750円

こども 1,870円

岡山 ～ 松江 おとな 4,290円

こども 2,140円

岡山 ～ 出雲市 おとな 4,900円

こども 2,440円

鳥取 ～ 米子 おとな 2,390円

こども 1,180円

鳥取 ～ 松江 おとな 3,280円

こども 1,630円

松江 ～ 大田市 おとな 2,020円

こども 1,000円

松江 ～ 江津 おとな 3,050円

こども 1,520円

松江 ～ 浜田 おとな 3,280円

こども 1,630円

松江 ～ 益田 おとな 4,060円

こども 2,020円

出雲市 ～ 浜田 おとな 2,270円

こども 1,130円

出雲市 ～ 益田 おとな 3,280円

こども 1,630円

■ご利用列車：上記に記載の全ての特急列車をご利用になれます。

■設定区間・おねだん（繁忙期・閑散期も同額）

京都市内 ～ 鳥取 おとな 5,810円

こども 2,900円

京都市内 ～ 倉吉 おとな 6,500円

こども 3,240円

大阪市内 ～ 鳥取 おとな 5,040円

こども 2,520円

大阪市内 ～ 倉吉 おとな 5,580円

こども 2,780円

神戸市内 ～ 鳥取 おとな 4,570円

こども 2,280円

神戸市内 ～ 倉吉 おとな 5,350円

こども 2,670円

岡山 ～ 鳥取 おとな 3,560円

こども 1,770円

広島市内 ～ 鳥取 おとな 7,330円

こども 3,660円

■ご利用列車：京阪神・岡山発着は、上記に記載の全ての特急列車をご利用になれます。

広島発着は、山陽新幹線（但し、全車自由席の列車を除きます。）と特急「スーパーいなば」をご利用になれます。

※ご利用当日に岡山駅で上記対象列車を乗り継ぐ場合に限ります。その他の乗り継ぎはできません。

別表２．山陰（山陽新幹線＋やくも）

エリア 利用列車 設定区間 区分
おねだん（通常期）

山陰 山陽新幹線

＋

やくも

別表３．山陰（やくも・スーパーおき・スーパーまつかぜ）

エリア 利用列車 設定区間 区分 おねだん（通常期）

山陰 やくも

スーパー

おき

・

スーパー

まつかぜ

別表４．山陰（智頭急行経由）

エリア 利用列車 設定区間 区分 おねだん

山陰 スーパー

はくと

スーパー

いなば

山陽新幹線＋

スーパーいなば
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