2022 年 ９月 15 日
西日本旅客鉄道株式会社

2023 年春、JR 西日本グループ共通の新たなポイントサービス

「WESTER ポイント」が誕生します！

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：長谷川一明）は、2023 年春よりグループ共通の新
たなポイントサービス「WESTER ポイント」を開始します。
現在、JR 西日本グループでは「J-WEST ポイント」「ICOCA ポイント」「WESPO ポイント」などのポイントサービスを
展開しておりますが、これらを統合し様々な事業でひとつのポイントが「たまる」「つかえる」ようになります。
「WESTER ポイント」を通じて、24 時間 365 日、一人ひとりの生活に寄り添いながら、ポイントがたまるワクワク
感・つかえる楽しさをお客様に感じていただけるサービスを目指してまいります。

１．サービス概要
 新たに WESTER アプリにポイントカード機能が搭載され（2023 年春予定）、当社グループの約 3,000 の店舗
（ショッピングセンター、ホテル、駅ナカ店舗等）でのご提示で、WESTER ポイントが原則お買い上げ金額税込
110 円につき 1 ポイントたまります。
※同じく、WESPO アプリのご提示でも WESTER ポイントがたまります。
※ポイントの有効期限は、原則ポイント獲得年度の翌年度末（3 月末）です。
 また、インターネット列車予約サービスをはじめとした WEB サービスのご利用、J-WEST カードや ICOCA でのお支
払いでも WESTER ポイントがたまります。
 たまったポイントは、1 ポイント=1 円として店舗・施設や WEB サービスでご利用いただけるほか、鉄道や当社グルー
プの店舗・施設で通常価格よりおトクにご利用いただける専用のポイント交換商品や、ICOCA へのポイントチャージ
にご利用いただけます。
２．ポイントサービス名称
WESTER（ウェスター）ポイント
３．サービス開始時期
2023 年春
４．ポイントがたまる・つかえるサービス（※1）
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サービス・店舗名称
別紙「WESTER アプリ・WESPO アプリでポイントが
『たまる』『つかえる』店舗・施設一覧」 参照
e5489（※2）、せとうち観光ナビ「setowa」、
DISCOVER WEST mall（ディスカバーウエストモール）、
日本旅行 JR＋宿泊セットプラン、日本旅行宿泊プラン
エクスプレス予約（※2）（※3）
J-WEST カードでのお支払い（SMART ICOCA への
チャージ等）
SMART ICOCA、ICOCA でのお支払い（※４）
SMART ICOCA、ICOCA へのポイントチャージ
WEB でのポイント交換商品への交換お申込み

※1 2022 年 9 月 15 日時点の情報であり、対象となるサービスが変更される場合があります。また、ご利用にな
る商品・サービスによっては、ポイントが「たまる」「つかえる」の対象外となります。
※2 当社エリアのご利用時に限ります。
※3 J-WEST カード（エクスプレス）会員のご利用のみ対象となります。
※4 現行の ICOCA ポイントがたまるご利用方法（https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/）に
限ります。また、SMART ICOCA、ICOCA のご利用でたまるポイントの一部には、ICOCA へのポイントチャージの
みにつかえるポイントがあります。

５．目指す姿
 WESTER ポイントを活用して「たまる」「つかえる」をお客様に繰り返し体験いただけるようなサービスの提供や、デー
タを利活用した一人ひとりのニーズに応じたオーダーメイドのポイントキャンペーンを通じて、人々の移動の機会を増
やし、地域の消費拡大を図ることで西日本エリアの活性化につなげます。
 2027 年度末にはポイント利用者数 1,000 万人規模に成長させ、外部パートナーとの ID やポイント連携も視
野に、広く社会に流通し、人々の暮らしを豊かにするポイントサービスを目指します。

６．その他
 2023 年春までにためられた「J-WEST ポイント」「ICOCA ポイント」「WESPO ポイント」については、引き続き
WESTER ポイントとしてご利用いただけます。
 サービスの詳細については、別途お知らせいたします。
 最新の情報は、下記 WEB サイトでもお知らせしてまいります。
URL：https://www.jr-odekake.net/westerpoint/ （9 月 15 日 14 時以降公開予定）

今回のご案内の取り組みは、SDGｓの 17 のゴールのうち、特に８番、9 番に貢献するものと考えています。

【お問合せ先】 コーポレートコミュニケーション部 ℡：06－6375－8889

（別紙）
○WESTER アプリ・WESPO アプリでポイントが「たまる」「つかえる」店舗・施設一覧
商業施設
駅ビル・ショッピングセンター
京阪神エリア
ルクア大阪、天王寺ミオ、和歌山ミオ、エスト、アルビ住道、夙川グリーンプレイス、モンテメール、
リブ、プリコ六甲道、プリコ三宮、プリコ神戸、プリコ垂水、プリコ西明石、ピオレ明石、
ピオレ姫路、京都駅前地下街ポルタ、京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ、アルデ新大阪
北陸エリア
マルート、とやマルシェ、マリエとやま、金沢百番街、プリズム福井
山陰エリア
シャミネ鳥取、シャミネ松江
山陽・中国エリア
岡山一番街、さんすて岡山、さんすて倉敷、さんすて福山、エキエ広島
駅ナカ
【エキマルシェ】
エキマルシェ大阪、エキマルシェ新大阪、エキマルシェ宝塚
物販
バラエティ雑貨・アクセサリー
【エピソード】
西九条店、天満店、鶴橋店、高槻店、大阪店、アルデ新大阪店、茨木店、天王寺店、
エキマルシェ新大阪ソトエ店、京橋店、石山店、草津店、宝塚店、三ノ宮店、元町店、
摂津本山店、プリコ垂水店
【イイコット】
大阪店、三ノ宮店、エキマルシェ大阪店
【ラ・パレット】
泉北パンジョ店、阪急川西店、大阪店
【ココシュカ】
ピオレ姫路店、ピオレ明石店、芦屋モンテメール店
【ガーランドオブデュウ】
ルクア店、天王寺ミオ店、横浜ジョイナス店、玉川高島屋 S・C 店、さんすて岡山店、
エキエ広島店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店
【リント】
天王寺ミオプラザ店
【モニック】
和歌山ミオ店
飲食
レストランフロア
大阪エキウエダイニング イチロクグルメ
カフェ
【Drip-X-Cafe】
新大阪駅店、ホテルヴィスキオ大阪店、ヴィアイン大阪京橋店
【からふね屋珈琲】
三条本店、熊野店、山科店、小倉店、竹田店、高槻店、箕面店、あべのキューズモール店、
ビエラ高槻店、エキマルシェ新大阪ソトエ店

ホテル

【デリカフェ】
デリカフェ・キッチン京都、デリカフェ・キッチン草津、デリカフェ・キッチン石山、
デリカフェ・キッチン茨木、デリカフェ・キッチン大阪 mido、デリカフェ・キッチン大阪、
デリカフェ大阪 North、デリカフェエキスプレス大阪、デリカフェエキスプレス大阪 mini、
デリカフェ・キッチン天王寺、デリカフェエキスプレス尼崎、デリカフェ・キッチン宝塚、
デリカフェエキスプレス灘、デリカフェ・キッチン三ノ宮、デリカフェエキスプレス新神戸、
デリカフェ・キッチン元町、デリカフェ・キッチン京橋
【エスタシオンカフェ】
エスタシオンカフェ京都、エスタシオンカフェタイム、エスタシオンカフェグラン、
エスタシオンカフェ三ノ宮、エスタシオンカフェ新神戸
【デリチュース】
デリチュース大阪、デリチュースエキマルシェ新大阪、デリチュース天王寺ミオ
【その他】
Cafe&Bar DEUR、ツリーカフェ、カフェプレスト天王寺
レストラン
【博多もつ鍋やまや】
ビエラ高槻店、エキマルシェ大阪店、御堂筋本町店、JR 三ノ宮店
【自由亭】
自由亭新梅田、自由亭（新神戸駅構内）
【麺つるり】
麺つるり（エキマルシェ新大阪ソトエ）、麺つるりエキマルシェ大阪
【その他】
昼酒場こみち、逢酒場ちろり、ビフテキ重・肉飯ロマン亭エキマルシェ新大阪ソトエ店、
こななエキマルシェ大阪店、上海バール、大坂かしわ飯ロマン亭、プロントイルバール大阪、
さち福や Cafe 天王寺ミオプラザ館店、大衆酒場あまや、臼臼新神戸
駅弁販売
【旅弁当】
旅弁当京都１号、旅弁当京都２号、旅弁当京都３号、旅弁当駅弁にぎわい京都、
旅弁当駅弁にぎわい（エキマルシェ新大阪）、旅弁当新大阪 1 号、旅弁当大阪、
旅弁当大阪御堂筋口、旅弁当新神戸、旅弁当駅弁にぎわいアルデ新大阪、
旅弁当京都中央口
JR 西日本ホテルズ
ホテルグランヴィア京都、ホテルグランヴィア大阪、ホテルグランヴィア和歌山、
ホテルグランヴィア岡山、ホテルグランヴィア広島、ホテルヴィスキオ京都、ホテルヴィスキオ大阪、
ホテルヴィスキオ尼崎、ホテルヴィスキオ富山、奈良ホテル、梅小路ポテル京都
JR 西日本ヴィアインホテルズ
ヴィアイン東京大井町、ヴィアイン秋葉原、ヴィアイン新宿、ヴィアイン東銀座、
ヴィアイン飯田橋後楽園、ヴィアイン日本橋人形町、
ヴィアイン赤坂(2022 年 11 月 1 日開業予定)、ヴィアイン金沢、ヴィアイン名古屋新幹線口、
ヴィアイン名古屋駅前椿町、ヴィアイン京都四条室町、ヴィアイン京都駅八条口、
ヴィアイン新大阪、ヴィアイン新大阪ウエスト、ヴィアイン新大阪正面口、ヴィアイン梅田、
ヴィアイン大阪京橋、ヴィアイン心斎橋、ヴィアイン心斎橋四ツ橋、ヴィアインあべの天王寺、
ヴィアイン岡山、ヴィアイン広島新幹線口、ヴィアイン広島銀山町、ヴィアイン下関、
ヴィアイン博多口駅前

旅行

日本旅行 TiS 店舗
TiS 富山支店、TiS 金沢支店、TiS 福井支店、TiS 京都西口支店、TiS 京都支店、
TiS 福知山支店、TiS 大阪支店、TiS 新大阪支店、TiS 京橋支店、
TiS 梅田支店（いい旅サロン）、TiS 天王寺支店、TiS 高槻支店、TiS 三ノ宮支店、
TiS 明石支店、TiS 加古川支店、TiS 姫路支店、TiS 和歌山支店、TiS 松江支店、
TiS 岡山支店、TiS 広島支店、TiS 福山支店、TiS 小倉支店、TiS 博多支店
バス
JR 高速バスチケットセンター（金沢、京都、大阪、OCAT、三宮）、
広島駅新幹線口 1 階バスきっぷうりば、スワロートラベル出雲店
レンタカー
西日本エリアの直営駅レンタカー営業所
富山、金沢、小松、福井、米原、近江八幡、大津、京都、茨木、新大阪、大阪、奈良、
伊丹、新神戸、神戸、加古川、姫路、相生、和歌山、紀伊田辺、白浜、紀伊勝浦、鳥取、
米子、松江、出雲市、岡山、倉敷、新倉敷、福山、三原、呉、広島、新岩国、徳山、防府、
新山口、厚狭、新下関、下関
※2022 年 9 月 15 日時点の WESTER ポイント参画予定店舗・施設の一覧であり、予告なく変更される場合があ
ります。
※2023 年春より順次導入予定です。
※施設内の一部店舗や商品・サービスによっては、ポイントの付与対象外となる場合があります。

