
●各コースの見所
（１）山陽コース ＜車窓の見所＞：須磨海岸、広島以西の瀬戸内の眺め等

（２）山陰コース ＜車窓の見所＞：萩反射炉、山陰の日本海の眺め

※世界遺産 萩反射炉が車窓からご覧いただけます。

（３）京の冬の旅 50回記念号

山陽コースの車窓に加え、琵琶湖の景色もご覧いただき京都に到着します。

(山陽線戸田～富海)

(山陰線須佐～江崎)

(山陽線須磨～塩屋)

(山陰線越ヶ浜～東萩)
《写真は全てイメージです》

(京都の風景[東寺] ※ｲﾒｰｼﾞ)

(琵琶湖の風景 ※ｲﾒｰｼﾞ)



● 立寄り観光・おもてなし
秋季運転の特別な「トワイライトエクスプレス」で計画している沿線での立寄り観光、

おもてなしについてお知らせいたします。

（１）秋季の山陽コースの立寄り観光

①下 り：＜倉敷美観地区ミニガイドツアー＞和と洋が混在するレトロモダンな倉敷美観地区

の町並みを地元ガイドがご案内します。自由散策･お買い物タイムもご用意。

②上 り：＜旧閑谷学校｢国宝の講堂｣論語朗誦体験＞日本最古の庶民の学校「旧閑谷学校」普

段は入室できない重厚な講堂で孔子の教えである論語を学ぶ、貴重な体験をお楽

しみください。

③上下共通：＜柳井駅ミニガイドツアー＞18世紀頃から残る白壁の町並みを楽しんでいただ

きます。

（２）秋季の山陰コースの立寄り観光

①下 り：＜備前焼窯元をたずねる＞作家が｢ろくろ｣を回して作陶する様子を特別見学いただ

くほか、抹茶・菓子の休憩、備前焼のお買い物を楽しんでいただきます。

②上下共通：＜松陰神社での観光＞神職による吉田松陰についての講話、また松下村塾と吉田松

陰ゆかりの遺物などを納めた至誠館の見学をしていただきます。

その他、長時間停車する一部の駅では、各地元のおもてなしを行う予定です。

※冬季も沿線での立ち寄り観光やおもてなしを計画しています。詳細につきましては、改めて

お知らせいたします。

(倉敷美観地区) (柳井の街並み)(閑谷学校)

(備前焼窯元) (松下村塾) 《写真は全てイメージです》



● お食事等
（１）秋以降の新メニュー

秋以降の新メニューでは、これまで以上に地元の食材にこだわり、朝、水揚げされた魚がそ

の日のディナーで提供(山陰コース 復路：下関発]されるなど、食事がさらにグレードアッ

プ。そして、食事メニューのグレードアップにあわせ、ドリンクメニューの品揃えを新たに

して御提供いたします。

＜お食事の内容＞ ※食材の仕入れ、時期等により変更になる場合があります。

《1 日目ランチメニュー》

旅のはじまりは、和食から。これまでご好評いただいた体に優しい和食メニューは、変

わらずそのままに、今回は、列車の通過時間に合わせて、焼き物の魚を、往路は兵庫県産

の「あなご」を、復路は、山陰産の「カレイ」を提供します。

＜献立＞

先付け

海老湯葉団子 明石産穴子の押し寿司 生麩田楽

自家製ざる豆腐

天然醸造木桶仕込初絞り生醤油

小豆島産エキストラヴァージンオリーブ油

マルドンのシーソルト

焼き魚

[往路]：兵庫県産あなごの甘辛干し 実山椒

[復路]：日本海産カレイの干物 酢取り茗荷

椀物

白味噌仕立て 雲丹真蒸 三つ葉 柚子

漬物盛り合わせ

壬生菜 蕪 有機人参 ごぼう アスパラガス ヤングコーン

エリンギ 水茄子 オクラ ラディッシュ

ご飯

季節の果物



《ディナーメニュー》

ご好評いただいているフランス料理のコースディナー。アミューズから最後のデザートまで

7 皿の構成です。瀬戸内や山陰の海の幸をメインに、その時々の旬の食材を調理します。特に

山陰コースの復路では、朝、山口県仙崎漁港で水揚げされた魚介を、長門市駅停車中に仕入れ

調理し提供します。お食事の最後には、10 月・1２月、2 月、3 月は、「パティシエ エス コ

ヤマ」、11 月・1 月は「京都北山マールブランシュ」の特製デザートを提供します・

＜往路：MENU＞

豚肉のリエット ギリシャ風野菜の煮込み

明石産真鯛と香川県産マグロのマリネ

島根県産キャビアと昆布ジュレ

コンソメゼリーと淡路島産玉葱のヴルーテ

徳島県産伊勢海老 パルミジャーノ風味

但馬牛のステーキと山口県産地鶏「長州黒かしわ」のオーブン焼き

沿線野菜のグリエ

「パティシエ エス コヤマ」又は「京都北山マールブランシュ」

特製デザート

プチフール

食後のコーヒー



＜復路：MENU＞

豚肉のリエット ギリシャ風野菜の煮込み

山口県産キジハタ※と剣先イカ※のマリネ

島根県産キャビアと昆布ジュレ

コンソメゼリーと淡路島産玉葱のヴルーテ

山口県産トラフグのポワレ パルミジャーノ風味※

但馬牛のステーキと山口県産地鶏「長州黒かしわ」のオーブン焼き

沿線野菜のグリエ※

「パティシエ エス コヤマ」又は「京都北山マールブランシュ」

特製デザート

プチフール

食後のコーヒー

※山陰コースでは、朝、同県仙崎漁港で水揚げされたキジハタや剣先イカ、山

口県産トラフグ、沿線野菜を長門市駅で積み込みます。

※途中駅で、食材を積み込むのは初めてです。



《朝食メニュー》

2 日目の朝食は、沿線で採れた新鮮でヘルシーな野菜をふんだんに使ったオリジナルモーニ

ングメニュー。人参ジュースには鳥取県日南町産を使用するのをはじめ、ハムやパンに使用

する蜂蜜には、兵庫県らしい逸品の証し「五つ星ひょうご」ブランドのものを提供します。

パンは、引き続き、「パリゴ」（往路）、「サ マーシュ」（復路）の商品を提供します。

＜MENU＞

フレッシュオレンジジュース 人参ジュース

新鮮野菜のサラダ

田舎風野菜スープ

温野菜プレート

スクランブルエッグ

ボンレスハムと生ハム

ヨーグルトと自家製グラノーラ

トワイライトオリジナルジャムと百花蜜

スパイスクッキー

「パリゴ」又は「サ マーシュ」のパン

オリジナルブレンドコーヒー



《2 日目昼食メニュー》

列車内 4 回目の食事となる２日目の昼食は、特別なトワイライトエクスプレスの旅を締めく

くり、次の旅程への準備のために、召し上がりやすい竹籠御膳です。のど越しよく、胃にやさ

しいにゅう麺をセットした軽い和食です。

＜竹籠御膳＞

点心

海老旨煮

[往路]山口県産ふぐ味醂星、

[復路]瀬戸内産あなご甘辛干し

長州黒かしわ山椒焼き 牛焼きしゃぶ

玉子焼き 山口県産絹もずく 酢蓮根 甘酢生姜 枝豆

明石産穴子と赤万願寺唐辛子の天麩羅

煮物 おでん

大根 蛸 プチトマト さつま揚げ 海老丸 銀杏

おでんだしをかけた〆のご飯

デザート

季節の果物



《ドリンクメニュー》

メニューにあった様々なお飲み物を、シェフが選びました。乗車時間中[一部時間を除く]フリ

ードリンクでお楽しみいただけます。

※各お食事にあわせて、ドリンクメニューの内容が変わる場合があります。

Wine ～ワイン～

シャンパン

ドンペリニヨン 2005

フランス / シャンパーニュ〈辛口〉

赤ワイン

AC クロ・ドゥ・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ

フランス / ブルゴーニュ ピノ・ノワール〈フルボディ〉

白ワイン

AC コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ

フランス / ブルゴーニュ シャルドネ〈辛口〉

※その他にも数種類のワインをご用意しております。当日クルーにお尋ねください。

Beer ～ビール～

グラス スーパードライ ドライプレミアム

小瓶 ザ・プレミアムモルツ マスターズドリーム

ノンアルコールビール ドライゼロ

Sake ～日本酒～

獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分〈山口県〉

奥出雲 純米大吟醸〈島根県〉

御前酒 馨 純米大吟醸〈岡山県〉

伊七 純米大吟醸〈岡山県〉※10 月から

大吟醸純米 極上白鷹〈兵庫県〉

大長レモンのお酒〈広島県〉



Shochu ～焼酎～

刻の一滴（麦）フランスのピノ・ノワールワイン樽に貯蔵した麦焼酎

刻の一滴（芋）フランスのシャルドネワイン樽に貯蔵した芋焼酎

Whisky ～ウィスキー～

ザ・マッカラン 12 年〈シングル・モルト〉

竹鶴 17 年〈ヴァッテッド・モルト〉

モンキーショルダー〈ヴァッテッド・モルト〉

響 12 年〈ブレンデット〉

バランタイン 17 年〈ブレンデット〉

Brandy ～ブランデー～

フラパン グランド・シャンパーニュ V.S.O.P

Spirits / Liqueur ～スピリッツ/リキュール～

ボンベイ・サファイア〈ジン〉

グレイグース〈ウォッカ〉

ルジェ・カシス

カンパリ

サンジェルマン

梅酒 チョーヤエクセレント

Mineral Water ～ミネラルウォーター～

シャテルドン（微発砲）

バドワ（微発砲）

Soft drink ～ソフトドリンク～

フレッシュオレンジジュース

フレッシュグレープフルーツジュース

アップルジュース

トマトジュース

ジンジャーエール

烏龍茶



（２）デザート・パン

秋以降の運転でも引き続き、ディナーや朝食のパン、ディナーのデザートは、それぞれ人気

のブーランジェ、パティシエが協力。

●パン：神戸三宮「サ マーシュ」大阪上本町「パリゴ」

＜サ マーシュ 西川功晃シェフ＞ ＜パリゴ 安倍竜三シェフ＞

●デザート：「パティシエ エス コヤマ」「京都北山マールブランシュ」

＜パティシエ エス コヤマ 小山 進シェフ＞ ＜京都北山マールブランシュ 江崎靖彦シェフ＞

・

(参考)特別なトワイライトエクスプレスの情報は、「ＪＲ西日本 おでかけネット」でもご覧いただ

けます。

アドレス：http://www.jr-odekake.net/navi/kankou/twilight_plan/




