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西日本旅客鉄道株式会社、株式会社東急ホテルズ、株式会社プリンスホテル、株式会社ジェイアール西日本ホテル開

発と株式会社 JR 西日本ヴィアインは、この度秋冬にご旅行のお客様に向けて、「泊まって行こか！どこでも行こか！キャンペ

ーン」を実施いたします。対象のホテルと、JR 西日本エリアの鉄道をおトクにご利用いただける「JR 西日本どこでもきっぷ」また

は「JR 西日本関西どこでもきっぷ」をご予約・ご購入いただいた方の中から抽選で ICOCA ポイントをプレゼントいたします。 

１．キャンペーン概要 

対象ホテルを期間中にご予約いただき、かつ「JR 西日本どこでもきっぷ」または「JR 西日本関西どこでもきっぷ」をご購入い

ただいたお客様の中から抽選で 5,000 名様に、おひとり様当たり ICOCA ポイント 1,000 ポイントをプレゼントいたします。 

２．対象期間 

2021 年 11 月 18 日（木）以降順次～12 月 26 日（日） 

 ※対象ホテルのご予約とチェックインが上記期間に含まれるお客様が対象です。開始日は、ホテルにより異なります。 

 ※「JR 西日本どこでもきっぷ」の発売期間は 12 月 17 日、「JR 西日本関西どこでもきっぷ」の発売期間は 12 月 18 

  日まで、ご利用期間はともに 12 月 26 日までです。 

3．対象ホテル 

株式会社東急ホテルズ、株式会社プリンスホテル、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発、株式会社 JR 西日本

ヴィアインが運営するホテルのうち、関西・中国・北陸エリア（一部九州エリアを含む）に所在するホテル（別紙参照） 

4．キャンペーンエントリー方法 

①各社の直営サイトから対象ホテルを予約（対象ホテルにご注意ください） 

株式会社東急ホテルズ                      https://www.tokyuhotels.co.jp/ 

株式会社プリンスホテル                        別紙の対象各ホテルのサイトよりご予約ください 

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発         https://www.hotels.westjr.co.jp/ 

株式会社 JR 西日本ヴィアイン              https://www.viainn.com/ 

②ホテルからの案内(予約確認メール等)に従って、「JR 西日本どこでもきっぷ」「JR 西日本関西どこでもきっぷ」を購入 

※ あわせて Club J-WEST 会員サポートページからの「ICOCA ポイントサービス利用登録」が必要です。 

※ ホテルのご予約前に「JR 西日本どこでもきっぷ」「JR 西日本関西どこでもきっぷ」を購入されたお客様は、ホテ

ルからの案内にしたがって、専用ページにて「エントリー」を行ってください。 

具体的な対象ホテルや対象期間の開始日、「JR 西日本どこでもきっぷ」「JR 西日本関西どこでもきっぷ」について詳しく

は、以下キャンペーン専用ホームページからご確認ください。 

https://www.jr-odekake.net/navi/dokodemo-kippu/campaign/ 

 

 

 

 

  

[お問い合わせ先] 
(キャンペーン全般・きっぷに関すること) 
 西日本旅客鉄道株式会社 コーポレートコミュニケーション部（報道） 06-6375-8889 
(ホテル予約・宿泊に関すること) 
 株式会社東急ホテルズ セールス＆マーケティング部              03-3477-6566           
 株式会社プリンスホテル びわ湖大津プリンスホテル             077-521-1111 
                     ザ・プリンス京都宝ヶ池                   075-712-1111 
                     グランドプリンスホテル広島                082-256-1111 
 株式会社ジェイアール西日本 ホテル開発 カンパニー統括本部     075-342-5501   
 株式会社ＪＲ西日本ヴィアイン 総務部                   06-4960-8245         

https://www.tokyuhotels.co.jp/
https://www.hotels.westjr.co.jp/
https://www.viainn.com/
https://www.jr-odekake.net/navi/dokodemo-kippu/campaign/


別紙 対象ホテル 

 

運営会社 対象ホテル 

株式会社 東急ホテルズ ■北陸エリア 

富山エクセルホテル東急 https://www.tokyuhotels.co.jp/toyama-e/ 

金沢東急ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/kanazawa-h/ 

■関西エリア 

京都東急ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/ 

新大阪江坂東急 REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/ 

大阪エクセルホテル東急 https://www.tokyuhotels.co.jp/osaka-e/ 

大阪東急 REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/osaka-r/ 

神戸三宮東急 REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r/ 

神戸元町東急REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/ 

ヴィアーレ大阪 http://www.viale-osaka.com/ 

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

  https://parkfront-hotel.com/ 

■中国エリア 

松江エクセルホテル東急 https://www.tokyuhotels.co.jp/matsue-e/ 

広島東急 REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/hiroshima-r/ 

■九州エリア 

博多エクセルホテル東急 https://www.tokyuhotels.co.jp/hakata-e/ 

博多東急 REI ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/hakata-r/ 

株式会社 プリンスホテル 

 

■関西エリア 

びわ湖大津プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/otsu/                

ザ・プリンス京都宝ヶ池  https://www.princehotels.co.jp/kyoto/                   

■中国エリア 

グランドプリンスホテル広島 https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/ 
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運営会社 対象ホテル 

株式会社 

ジェイアール西日本ホテル

開発 

 

 

■関西エリア 

ホテルグランヴィア京都  https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/kyoto/ 

ホテルグランヴィア大阪  https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/osaka/ 

ホテルグランヴィア和歌山 https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/wakayama/ 

ホテルヴィスキオ大阪 https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/vischio_osaka/ 

ホテルヴィスキオ尼崎 

https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/vischio_amagasaki/ 

奈良ホテル https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/nara/ 

梅小路ポテル京都 https://www.potel.jp/ 

■中国エリア 

ホテルグランヴィア岡山 https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/okayama/ 

ホテルグランヴィア広島 https://www.hotels.westjr.co.jp/hotels/hiroshima/ 

株式会社 

ＪＲ西日本ヴィアイン 

■北陸エリア 

ヴィアイン金沢  https://www.viainn.com/kanazawa/ 

■関西エリア 

ヴィアイン京都四条室町  https://www.viainn.com/kyoto/ 

ヴィアイン京都駅八条口  https://www.viainn.com/kyoto-h/ 

ヴィアイン新大阪  https://www.viainn.com/shinosaka/ 

ヴィアイン新大阪ウエスト  https://www.viainn.com/shinosaka-w/ 

ヴィアイン新大阪正面口  https://www.viainn.com/shinosaka-s/ 

ヴィアイン梅田  https://www.viainn.com/umeda/ 

ヴィアイン大阪京橋  https://www.viainn.com/osaka-k/ 

ヴィアイン心斎橋  https://www.viainn.com/shinsaibashi/ 

ヴィアイン心斎橋長堀通  https://www.viainn.com/shinsaibashi-n/ 

ヴィアイン心斎橋四ツ橋  https://www.viainn.com/shinsaibashi-y/ 

ヴィアインあべの天王寺  https://www.viainn.com/abeno-t/ 

ヴィアイン姫路  https://www.viainn.com/himeji/ 

■中国エリア 

ヴィアイン岡山  https://www.viainn.com/okayama/ 

ヴィアイン広島新幹線口  https://www.viainn.com/hiroshima-s/ 

ヴィアイン下関  https://www.viainn.com/shimonoseki/ 

■九州エリア 

ヴィアイン博多口駅前  https://www.viainn.com/hakata-h/ 

 

対象期間は、ホテルにより異なります。また、キャンペーン開始後に対象ホテルが追加となる場合がございます。 

詳しくはキャンペーン専用ホームページでご確認ください。 

https://www.jr-odekake.net/navi/dokodemo-kippu/campaign/ 
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