
別紙  
 
１ き っ ぷ の 名 称  

   「岡山・尾道おでかけパス」 
 
２ 発 売 期 間 

   平成２５年９月７日（土）から平成２５年１１月２３日（土）まで 

   ※ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売します。 

   ※ご利用日当日は発売いたしません。 
 
３ ご 利 用 期 間 

   平成２５年９月１４日（土）から平成２５年１１月２４日（日）まで 

   ※購入時にご利用日をご指定ください。 
 
４ 有 効 期 間 

   １日間（ご利用日当日限り有効） 

    

５ お ね だ ん 

   おとな １，９００円    こども ５００円  

 

６ き っ ぷ の 内 容  

(１) 岡山支社管内の普通列車・快速列車（普通車自由席）が乗り降り自由です。 

※井原鉄道（総社～神辺）、岡山電気軌道（岡山駅前～東山・清輝橋）も１日乗り放題です。 
      【岡山・尾道おでかけパス乗り放題区間】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 特急列車（新幹線を含む）・グリーン車をご利用の場合は、特急券・グリーン券等の料金  

券の購入が必要です。 

 (３) 快速マリンライナー号の普通車指定席をご利用の場合は、座席指定券の購入が必要  

です。 

 (４) お一人様からご利用いただけます。 

 (５) ご乗車日が翌日にまたがる場合は、０時を過ぎて最初に停車する駅まで有効です。 

    (６) 運行不能・遅延等による払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。 

    (７) 払いもどしは、未使用で有効期間内に限り発売箇所で取り扱います。 
 

７ 特典  

     「おでかけ割引クーポン」２枚付き・・・別紙２ 
 

８ 発売箇所  

 岡山・福山エリアのみどりの窓口  

 

 

津山 
新郷 

備中神代 

新見 

岡山 糸崎 

東岡山 

福山 倉敷 
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茶屋町 

児島 

府中 

総社 

土師 

美作土居 
東津山 

備後落合 

神辺 清音 

東山 

清輝橋 



 

 

別紙２ 

 

特典のご案内  
 

１ 名   称  

「おでかけ割引クーポン」 

 

２ ご利用店舗及び特典内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ クーポン枚数  

  「岡山・尾道おでかけパス」１枚につき「おでかけ割引クーポン」２枚をお渡しします。 

 

４ 効力  

  「岡山・尾道おでかけパス」のご利用日のみ有効です。 

  他の割引との併用は出来ません。 

  紛失の場合でも再発行はいたしません。 

  本券のみの払戻しはできません。 

 

５ ご利用方法  

  ご利用時は、「おでかけ割引クーポン」を店舗の係員へお渡してください。 

 

 

 

 

 

店舗名  特典  

ホテル  

グランヴィア岡山  

グランヴィア工房  パン全種 5％オフ  

オリビエ 全商品 10％オフ 

さんすて岡山 

吾妻寿司 岡山名物ばらずし、地物入りにぎり 5％オフ 

旬すけ 1,000 円以上お買い上げで 100 円引き 

とんかつ新宿さぼてん お会計総額より 10％オフ 

麺屋 匠 全商品 10％オフ 

めりけんや 
飲食（うどん単品またはセット）とお土産をお

買い求めのお客様に合計額から 10％オフ 

たごさく 800 円以上のお弁当 105 円引き 

六根 商品 5％オフ 

阿藻珍味 1,000 円以上お買い上げで 10％オフ 

おみやげ街道 

おみやげ街道 岡山 

1,000 円以上お買い上げで 10％オフ 

おみやげ街道 晴れの国 

おみやげ街道 サンフェスタ 

おみやげ街道 倉敷 

おみやげ街道 福山 

おみやげ街道 尾道 
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おでかけ割引
クーポン付１
燕写真はイメージです。熟商品代は別途必要です。
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平成25年９月７日(土)～平成25年１１月２３日(±）

平成25年Ｓ月１４日(±)～平成25年１１月２４日(日）

ご利用曰当日限り
※ご利用日当曰は､お買い求めいただけません｡前日までにお買い求めください

■■

【発苑１１１Mｍ】③平J脚25年９月７日(±)～平威25年１１月23日(±)まで。:；･ご利用日の1ヶ月前から前日まで先施します｡(ご利服日当日の発孔はい施しません､】
に利MUllHU1②平成25年９月１４日(土)～平成25年１１月24瞳(日)まで｡.:.発光日にご利用[二]どきっぷに表示い/とします、
【有効烟悶】ｏｌＢ１１Ｈ(購入時にこ利周Ｂをご括定く疋さい｡）



｢おでかけ割引クーポン｣|でお卜クな旅を。
③有効期限／｢岡山･尾道おでかけバスに利用日と同日のみ有効●｢岡山･尾道おでかけバス｣MH入時に｢おでかけ割引クーポン(2枚)｣をお渡しします。

●クーポンはご利用時に各店舗へお渡しください。●クーポン特典はご利用者様のみが対象となります｡(1枚でグループ利用はできません）

③他の割引･サービスとの併用はできません。②一部､割引対象外の商品があります｡詳しくは各店舗でご確認ください。

③紛失された場合の再発行の取扱いはいたしませんので､ご注意ください。

おでかけ割引クーポンのご案内

灘写真はｲﾒｰｼﾞです｡季節|こより商品は変更さ11る鳩合があります（
※商品代は別途必要です。
;憩掲職商品が品切れの場合はご容赦ください。
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和食 とんかつ寿珂． 三一メン

吾妻寿司
旬の瀬戸内の難､名物岡山

ばらすし､さわらずいままが

りずし､典ニラのにきり.そ

のほか､約40KM類以上のネ

タを遡富に取り猶えてお待
ちしており喉す．

とんかつ新宿

さばてん
店内kl定愈賊というイメー

ジではなく白木を似った明る

い騨囲気のお店ですかメ

ニューも野菜を多く取り入

れた限定メニューなどもご
用宣しています。

麺屋匠
砺,岡しょうゆの匠ラーメンと

岡山名物デミカツ丼のセット

がおすすめです｡さっぱりと

した中に､追いかける祷りと
深いコクが楽しめる自慢の

ラーメンをご賞味ください。

旬すけ
お昼は和食と日本そば､夕方

4時からは居澗屋に｡瀬戸広

の素材を使った科J､程jlIIiIl

してください｡｢岡山へ来て

良かった｣と言われるお店を
,心がけています．

＝￣

蕊灘
の１１:００～２２．００土日祝１１００～２１．３０
ラストオー薗一平日２１．３０土日祝２１．００
ランチ１１:００～１６８００訟０８６－２２７．５８０１

１，０００円以上』S買い上げのお客機に

Ｇ１１:00~22:００舌086-227-7337ラストオー薗一平日２１，３０土日祝２１．００●１１００~22:００(ﾗｽﾄｺﾞｰﾀﾞｰ21:００）fTO86221-7713の１１:００～2２００造086-222-0206
ランチ１１:００～１６８００訟０８６２２７．５８０１

m山名物.ばらずし地物入りにぎりを１，０００円以上お買い上け`のお客樺にお会計総額より 全商品
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うどん 弁当塩ご蝿 お弁当･惣菜 名産

めりけんや
本嶋調岐うどんの麺のコシ

にこだわってい窪す｡食べる

ことを通じて感動を隣わっ

ていただくため､心を込めて

作っており鵬寸＞

六根
岡山のお母さん迷が安心･安

全、健願を灘えて作ったお

惣菜の店.掠日食べても飽

きない味を是非雄わってく

ださい｡スタッフ一同お待ち
しておりF1刊.`、

たごさく
ふっくらおこわと､四季研々

の食材を各地より取り満せて

作った風雅豊かなお弁当翌

かな尖りの雑わいをこころゆ

く喉でお婆しみください

阿藻珍味
昭和２４年設立の珍味凪で

す.ざんすて岡山店では．

｢蒸す.揚げる｣の技術で描

けたての゛禅天･を中心に品
揃えをしており脹寸．

竜些一

０１０３０~22:00(ﾗｽﾄオーダー２１:30）寂086-801.3211GII:00~２１:0０西o86BO1-5325Ｇ１０Ａ００～２１００舌086-801.533ＧＧ１０００～２１００窓086-801-5002

Hf童うとん【h品震たはｾｯﾄjとお土産をお買い上げの
お客嫌に合３１から ８００円以上のお弁当 １劃ロロ １，０００円以上お買い上げのお客槻に
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鋤ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山；鍋洲吋砺毯懲欝欝繍：
ベーカリーカフェレストラン

「

下記の店舗で１，０．０円以上

お買い上げのお客様砿

石０%ｏ汗
（たばこ､切手等一郎商品は除く）

{岡山駅2階糠鵜i鋪Mlill岡山駅鱸在来１１
おみやけ街道岡山おみやけ街道Ｍ
営窯Uiillll610~22:００営業時間６:１０～2１

卸起一一コア

■■ヨー

ホテルグランヴイア岡山く別館1F）ホテルグランヴイア岡山〈2F）

オリビエ
光i蔓れる明るくお滴

落なカフェレストラン。

香り殿かなコーヒー

やお食JI1をカジュア

ルにお楽しみいただ

けます｡！

jiiiiri1il彫
グランヴィアエ房

｢焼きたて鵜けたて．つ

くりたて｣をモットーに．

おすすめの天然辞母バン

のほか､約B0liHXnのホテ

ルメイドハンを取りそろ

えております“

ヨ

I岡山駅傘在来線灘し内｜
おみやけ街道晴れの国
営業時間６３１０～２２．００

石Ｏ８６－２３５－１１０３

岡山駅1階ｻﾝﾌｴｽﾀ岡山内’

おみやけ街道サンフェスタ岡山
撤粟簿1ＭＩＢ:００～１９．３０
志０８６．８０３．３００６

全商品 パン全種

■0%ＯＦＦ５%ＯＦＦ
l属iIimHi蝋LfﾖＨｌｉｌ
おみやけ街道尾道
営業時間630~2200
zｚＯＲ４Ｒ－２２－４５ｐｌ

1稿幽駅舷E来胤ili1jiiIJiil
おみやけ街道福山
営業時ｌｌＩ６００～２１．００

壷ＯＢ４－９２１．４９３０

1愈敷MRi3鱗口横ｌ
おみやけ街道倉敷
営泰時11116:４５～２１００

盃０８６．４２４－６６０６
:瞳の璽引ザーピスとの炉罵I息できJtrん・;行別予約や満瞬のため.入臨写できない鳩合が逗さいます．

ターボ琴 岡山の詳しい観光情報･篭得な鑑典情報は園|おかや護旅ﾈｯ'Ｕ巫白
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