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（ 前日まで発売!］Ⅱご利用の1ケ月前から偏 ■

発売期間

平成25年３月１日(金)~平成25年Ｇ月２Ｓ曰(±）

ご利用期間

平成25年３月20日(水･祝)-平成25年６月ｓｏ日(日)までの土,休日
く春分の日〉

有効期間

ご利用曰当曰限り
※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。

※岡山県内､呑川県内(詳しくは右記のマップをご覧ください)のJRの普通列車・

自由周遊区間快速列車の普通Z|I自由席に自由に乗り降りできます。

のご案内※新幹線･特急列車･ｸﾞﾘｰﾝ車をご利用の場合は特急券･グリーン券等料金券が必要です。
燕井原鉄道･水島臨海銑iii･岡川i鼠軌iii･高松琴平髄気鉄道の会社綴はごin}用いただけません．

自由周遊区間

のご案内
■■■■■■■■■■■■■■△■■■■△▲△▲■■■△▲△■■▲■▲■■凸一△■■■■▲凸ロローー■凸」

ご利用エリアの自動改札機設置駅では自動改札機をご利用いただけます｡

ご購入前に必ずお読みください。

【発宛１，１１０]③平成25年３月１日(金)～平成25年６月２９日(±)まで。悪ご利用日の1ヶ月Iinから前日まで発宛します｡(ご利用日当日の発売はい7としません｡｝
に利jW1mm】②平成２５年３月２０日(水･祝)～平jijl25年６月30日(日)までの土･休日。.;;発売日にご利用曰を吉っぷに表示いたします。
【打効lmliU】●1日間(購入時に蚕U用曰をご指定ください｡）

[志コロ(のXh力]ｅ衷面のご利用エリアのJRの普通列I1T快速列車の苦通車自由席が乗り降り自由です。ｅ１５忽列ｍ(新幹羅を含む)･グリーンIII巻ご利用の鳩合は､涛急券･グリーン券専科金券が必婆です。
②快速マリンライナーの普通WZI旨定､Fをご利用の喝合は､座席指定券をお買い求めくださいｇｏ喚巾日当曰に限りご利用になれます｡なお､爪111日力璽F1IEまたがる響台は.その列車がO晴を週きて最初に停車する駅壹で有効です。
③井原鉄道･水島蕊毎銭j画･圓山電調九画･薇松琴平雨気差道の会社恩にごﾏﾘ用いだ）Zけません。

腱辺の願､い1゜栗東変更(票､蓬し.方向変更､鰻箔変廼)の取扱いはいたしません｡別途Ｊ１【111として取吸います｡○便用胆始日の変更は､宗使用で有効期IUl内に限り､甲し出のあった時点において発売できる範区l内で1回に限り変更できます。
Ｏ他の乗叩券類への変更はいたし讃せん｡いったん払戻しのうえ､あらためてご希望のぎっぷをお或めください。

【払頂しｌ⑬払戻しは.未使目(おでかけ割引クーポン含む)で寂RlI1m問内に限り､発売頚から手数料２１０円を鐘し引いた額を発売箇所でtﾑ戻します。Ｏ使用をl)U殆されだ後の払戻しはいたしません｡Oimiﾃ不能及び;､延等によるjﾑ戻し'まいたしません。
【その他］Ｏ紛失され化場合でも再発行の取扱いはいたしませんので､ご注意ください。③台i､創弓|i[によるISU引の取扱いはいたしません。｡ご利用エリアの自動改札擬設置駅では自動改札lHiをご利用いただけます。
[発苑簡而前日までにお買い求めください。

〔岡山エリア]和気U1･熊山駅･万富駅,瀬戸駅･上jtl駅･叩岡山ｗｌ･高島駅･岡山駅･北長瀬駅･Ｉ鯨ｌｉＭ･中庄I1R･倉iljUHf西阿jll釈･新倉敏駅･金光駅･明方MR･皿庄駅`笠岡駅,大元駅･妹尾駅･早島駅･茶屈町駅･児島9N,宇野駅･西大寺駅･邑久駅一
座船駅･伊部駅･伽中高松qR･消育郷総社駅･Mi中高梁駅･新見駅･法界院駅･渕1山ＭＲ

[１ｍ[111エリア]高松駅･ワープ高松支店･坂出駅･坂出ｌＵｌワーブプラザロ宇多i;１１駅･ワープ香Ⅱl中部支店･丸mjiR,丸酌Ｕｌワーブブラザ･多度;:１１駅･謡１１０駅･iiM西寺MR･lUl商寺駅ワーブブラザ･哲通寺肌･琴平1N･栗林駅･志lH肌･志度駅ワーブプラザ･三本松ＭＲ

蟻写真はイメージです｡



｢おでかけ割引クーポン」 でお卜クな旅を。
③有効期限／｢岡山･香川休日おでかけバス｣ご利用日と同日のみ有効

●｢岡山･香川休日おでかけパス｣購入時に｢おでかけ割引クーポン(2枚)」をお渡しします。

③クーポンはご利用時に各店舗へお渡しください。②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。③一部､割引対象外の商品があります｡詳しくは各店舗でご硴認ください。
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
蝋写真はイメージです｡季節により商品は変更される鳴合があります。

I:､商品代は別途必要です。
糊8砿商品が品切れの堀合はご容赦ください。

図岡山駅２Ｆ 'ルトシティピノＬ
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蛍莱時lHI11:00～

同山名乱ばらすし
IE消入りにぎりを

…緯！ 六根

岡山のお母さん遮が安
心･巽士､側爪筵将えて
ｌＴったお惣菜の店｡毎日
食べても飽きない味を是

非嫌わってください罰ｽ
強ツプー同お待ちしてお
り膜す．

阿藻珍味

畷和24年設立の珍恥腿

です勤さんすてlH]１１１店で
は､｢蒸す．掛け恐｣の払
術で側けたての゛1$天・
老中心に品揃えをしてお
Ij寵す＿

言一蔦冴 うどＡ お弁当･おこわ たこさく

ふっくらおこわと､皿鑛
|斤々の食材を名11hJ:り取
り寄せて作った風味既か
れお弁当.職かな尖りの
味わいをこころゆく寂で
お亜しみください。

蘋犀Ｆ

豚伺･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.通い
かける弄りと深いコクガ
栗しめる自慢のラーメン
をご鉦嫁ください■
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騨灘
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懲蕊時３１]１０:30~22:００(ラストオー徴-21:30】

営乗時13110$００~21:００本０８６-801.5325営茶時間１０:００~21:００台086.801-53鈴営翼蹄IMI10100~21:００会086.801.5002
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艦…るくお祷譲な力ﾌﾆﾚｽﾄﾗﾝ･綴り蕊かなｺｰﾋｰ鶯i蝿！M〉f糊躯臓俳巽oR1:｡｡)ｉ右記の店舗で１，０００円以上やお食耶をカジュアルにお楽しみいただけ甑す．

蟻L…,0%OFF騨麹騨議;將iilijii;iiiiii夢F'鰄鰍口繍囑鯛：
潔競騨鯛::……蜜０．）”……

！（…篝_綱…〈,｜蝋|繍繍輔…．‘.;自他の割引･サービスとの勝獅はでき甑せん．喝:特jKj予鞄』や；訂i蘆のため.入jZiでさない！#』｢合がございます
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ロッテリア

高松駅店

融公MR1F］
稀ⅡⅡnm-のロッテリア
ショッブです.112撞設で利
便性の災い当店のごﾏﾘ周
をお符ちしております．

ウイリーウインキー

高松店

｜高松駅１Ｆ｜
瞬きたてバンと手作りサ

ンドイッチの専門店です．

煩きたてパンの番はしし１
石りに包まれ､喫茶コー
ナーで一休みしてはいか
がですか。

キヅチンスタイル
（洋食）艶艶

｜高松駅2Ｆ
いつでも美議しい醐妓う
どんが食べられるお店で

ﾂﾞ･釈遊ご利用の際にI毬、
ぜひ､お立ち籍Uください．

ロケットカフェ

高松HR2F､１
２階一番奥のお店ＩＩｐつく
り落ち着いた雰団気でお

食那一ティータイムをご

ゆっくりどうぞ、

そじ坊

高松HR2Fl
l:州の民家を思わせる鷹
渋で､自憲製のそばの鰻
をしっかり轍わえるそば
専門店です．

洲岐うどん個州そばハンバーガーペーカリー

塞慧 露
営粥時M|]7.30~2130亟087.823-3251営業時１１U１１．００~21:00盃087-823.8855徽鍵吋川１１IOD~21:００西087-851.4958鋤桀ＵｉｌＨｊ９:００~20:００冠087-811.6777

ｴﾋﾟﾊﾞｰｶﾞｰ５０円目|琶鵜型り１００円引き綴鱸も０円弓Ｉ巻蹴り１００円引き
香…剛7:00-2000画O……
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ベーカリー協鵬鑑Ｉ嘉

鑿iiliiii;鰯

撫帯電話
リュースショップ ケータイ七つ屋

商松駅2Ｆ

商価貿奴･安価阪充安心
仙ｽﾘな｢１９古挑帯施話専門
店でり゛P故ＩＭＩした物や古
いlHI1mもEuい駁l几奉「．

ＴＯＯＬＴＯＯＬＳ

高松liR2F

今､流行のアクセリリー
靴下等ステキなFWI蝿し
い,MitAな商品をたくさん
取り櫛えてぃ寵す｡

ケ晴し

滴jEUmR2Fl
m内`}7の脳iiiした銘柄
llyllISliRわえるとんかつ
専門IHiで１．mテイクアウ
トメニューも多数ご厨諺
してい:脱す-ぜひ､ご来
店ください．

衣料･舳貨創作とんかつ

職・～

■

i蕊iii薑11iii 蛍溌時１１１１７:００～19200

営業時間７:30~21:００念087811.6120営菰時ｌＭｌ１１:00~21:OOIrO87･822.1106営莱時lU110lOO~20:00盆087.822.1307営莱時IMI１０００～１９００企O87-B87-2B80Mi越宙0877.44.24501R濤店室0875.25.9770

澱10%ＯＦＦ繍艤２９．円弓l髻芽ti勢ﾙ品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ…露無料充電ｻｰﾋﾞｽ議辮５０円弓||き【1.680円~3.Ｇ,0可）（ランチ･おｊｐ勘･ばろ蹄いセン1,.
獄(１世のipI3Iサービスと９１１１]不可

ドリンクXjllIlBは除く）

JRホテルクレメント高松鰄製'脇堀国'鯏螺',鰯照'欝鰯蔓崇',撫霞。’欝鰯鰐讓'１噸艀
二五トナー々－１ｑＹＲｎ ディナー18:００～２１２００ディナー１７，０～２１:３０ ディナー17100～２１:3０ラストオーダー１９:5０ディナー１８:００～２１２００ディナー１７:００～２１:３０ナイナー１／iuu～zlBw

lｽｶｲﾚｽﾄﾗﾝ|フィオーレ顛「パー｜アストロ函｜ﾍﾞｰｶﾘｰ｜ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟ函全店共通

………………………５%ＯＦＦディナー１７:００～24200フードメニユーラストオーダー23:１５．
コースメニユーラストオーダー21:00、ドリンクメニューラストオーダー23:４５
アラカルトメニューラストオー徴-23815 .；4伯の割引サービスと併用不可

高祇訳から徒歩1分､館内には宿泊施設の他､地
元の食材をふんだんに使用したメニューを取り
そろえる和食･中乖･洋食のレストランやバー.焼
き立ての自家製パンを販売するベーカリー

ショソブも併股しています。

盆ＯＢ７Ｂ１１－１１１１(代表）

参＝

要零

M&l;H議鍾i麹



(おか泉､ボンボン各店舗とも時間帯によりお並びいただく場合がございます｡）

駅プランＬ篝悪輩醤璽hメニユーゴ

オリジフ|ムルスイーツ+ドリンク(ｺｰﾋｰ…茶１
現地で3店舗からお選びください。※注文時にスイーツ券をお渡しください。

ひや天おろし
※注文時に食瀬券をお渡しください。

皿お食ﾛ１用所｜

バーガーズカフェ
・ドンボー

PＯＮｏＰＯＮ
■アクセス／宇多漣駅より徒歩約１０分
国お食顛時間／g:00～１７:００

回お食砺堪所／店内(ﾃｰﾌﾞﾙ席)回TEL,’0877.49-7752
白シ６■■弓ロ

囮茜寓騨所｜

フルーツカフェ
ｊＩンリ【ン

ＰＯＮｏＰＯＡｌ

トエｚＶｐ。

議議i震l1i
回アクセス／字多識駅より徒歩約5分
回お食躯時間／１０:００～19:００

回お食蛎喝所／店内(ﾃｰﾌﾞﾙ席）回TEL／0877.49.7755

、麺HiIiH所｜

スイーツカフェ
ﾎﾞﾝ,l８２

ＰＯＮｏＰＯＮ
図アクセス／宇多沖駅より徒歩約2分
国お食事時間／１０，０～19:００

国お食駆坦所／店内(ﾃｰﾌﾞﾙ席)国TEL／0877.49.775.

｢駅ｺﾞ旨ゴー

・特ｌｉｍ２
かえりの哲っぷをご凪示《鑓い‘

プレイバークゴールドタワー(別料金】世界のガラス館３，０００円以上お買い求めの
ﾖｰﾛｯﾊﾟの山荘を恩わせお客様にガラス小物プレゼント
ろ館内には､世界各国の英国アクセス／宇多沖駅より徒歩約１０分
しいガラス製品約2万点を国営業時間／平日9$30～18:00､土日祝9:００～18100
凧示販売している｡回TEL／O877-4gB100

瀬戸大橋を眼下にのぞめ

る高さ158ｍのタワー｡宇

多津町の海浜にあり､子ど

もたちが遊んで学べる｢プ
レイパーク｣や､プラネタリ

ウムやゲーム心カラオケなど

も楽しめ崖す。

国アクセス／

宇多津駅より徒歩8分
画TEL／0877-49.707o

詳しい料金､営梁時間に
ついては現地にお問い合
わせください。 灘

Z〃 塵

ｉｉｉ

上
》’

屡藺露露屑麺

おねだん
(お-人秘）

おれたんに含由れるもの:國房嚢鰄j元651塁iiiJ=｢１１頁EITT首iｎんに含由れるもの:睦麺ら宇多諏肌までの住iiIJRll昼食(iEITF7ﾆﾛﾌｰ|蝋ｸﾞﾙｰﾌﾟでｘｌ々のｽｲｰﾂ施腹をご'ﾘ､でき鍬‘
E河､両面i『]お好きな南風.しおかぜ号普通虹自由権ご利用ください｡

…
…

食
菰

モデル
コース

旧翻り）

国

16259環

燕ご案

※掲城中の料理については､食材の仕入れ等により料理内容器が変更となる場合がございます“［詞而ﾗ三雨一ＪＲ……徒歩
鰯特企弼号:在来線ﾌﾟﾗﾝ2793a新幹線ﾌﾟﾗﾝ27933イベント番号:本格手打ちうどん篭か泉:47656QPONPOM4765S1

蕊写真は全てイメージです.｡

に利用期間]平成25年３月１６日(土)～平成25年６月30日(日）L-TwTWjI回｣｣TJU(uムリ千Ｊ灯ＩＵｌ｡(エノ～〒jUU二Ｊ牛Ｕ日ＪＵｐ(ＩＥＩ)※４月27日､毎週月.火曜日の股定はあIﾉません｡(４月29日､５月6日は除きます｡）
[発売期間]平成25年３月4日(月)～平成25年６月27日(木)に利用日の1カ月前のioooから3日前まで｡収での取扱いは､各駅の窓口営業時間内です】

意liiiiiiiiii藤iiiiil4-二ｍｇ鬮鱒
霊IEI前までＯＫ！

078富382-8618…剛8:O0-2T800…輌剛日の１カ月Iｉｉｉの１０:00から鋼煎の21:COまで

お申し込み･お問い合せは､専用ダイヤルまたは､岡1h．福、地灰のTR市河本

４ 巳■
8画382-8618囿iWVMEm調

用し． ＴＲ流i河本の羊差駅へ＞局｡夢ａの

発着駅 岡山 倉敷 新倉敏 ＩＮＮ山

おとな 4,600円 5,000円 5,200円 6,000円
ども 3,600円 3,800円 3,900円 4,300円

発薊釈 新倉敷 禍山 新煽逝

おとな 6,200円 8,000円 8,300円
ども 4,400円 5,300円 5,450円



】l夜の設定あり２蕊髄衆彪さい
＠コＩ用は同一列叩に限ります。
◎こどものみのごF1用はできません。

Ｉ
．

往復ＪＲ④昼鴬または夕食 二＝

＝

jLjl1lII
、お食IIJ塙所１０おとな･こども麺メニュー。

ＪＲホヨレク1塁メント高松’ ＝

回アク･Ｉエス／高松駅より徒歩すぐ

図お食願時ＩＩＬ昼食11:30～14130､夕食17【００~21:ＯＣ
回お食3隅墹所／20階ｽｶｲﾚｽﾄランフイオーレ
回ＴＥＬ`"'０８７－８１１－１１１１
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ﾐニニポ

スカイﾚｽﾄﾗﾝ｢フィオーレ］20Ｆ
※昼食･夕食をお選びいただけますb鱗入時にお選びください｡

歩 』

ｅ前菜の盛り合わせ②本日のスープ、本日のパスタ

●牛フィレステーキまたは瀬戸内産の魚料理
（当日どちらかお選びください）
④デザート③コーヒーまたは紅茶

）瀧溺
おとな'こども

共遜メニュー

露２回旨、発落駅から高松ｌｌＲまでの往似ＪＲおねだんに含まれるものＩ

立
狐

EE赤面雨|お好きなﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ号替遡本指定席をご芽ﾘ用<樫い、
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Iカイレストラン
愈頑時Ⅲ昼武１

徒歩

新
な
唖

快逗･普通

梱
Ⅲ 簡松散鑛

マリンライナー

１９号(一例）

輿
山
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山
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コース
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国
鍬
同

－－－￣￣ 松
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逝

松 ＪＲホテルクレメント商松
ｽｶｲﾚｽﾄﾗﾝ｢ﾌｨｵｰﾚ」
食瀬時IND夕食17:00～21800

新
倉
勤

|謡昌竺幽圃~【Ｈ:！ .………….」闘松散策
徒歩

新
倉
唖

新 ■－▲■■■■■■の凸●■￣■｢

Ⅶ

ﾏﾘﾝライナー44号〈一例)１５ｺ10発1693鞭
こだ釘49号(－例）１６:59発

ﾏﾘﾝﾗｲﾅｰ64号(一例)２０:40発２１，６麺
こだ釘凉号(一例）21855魂

10151F

ZlW乳…,繩鯲ﾗ騨欝"鰯…１１こ潅蝋…,,,､<艫…,w鴫,蠣岬…)…
蟻ご繋内の時刻{よ平成25轌月16日時点での時刻です｡変更となる堤合がござい寵すので､詳しい時刻についてIiL､係１１にお問い合わせください。

17:09藩１７F20藩１７:33厨

22:０５藩22821週２２$29藩

※写真は全てイメージです直
蕊禍魎中の料理については食材の仕入れ等により料理内容､器が変更となる鰯合がございます。｜交通Q塞四ｊ－ＪＲ……徒歩

願iiiml特企稀号:在来線ﾌﾟﾗﾝ27934新幹線ﾌﾟﾗﾝ27935ｲﾍﾞﾝﾄ謡号:JRﾎﾃﾙｸﾚﾙﾄ簡松:476570(利用狐別:01.昼食ﾌﾟﾗﾝ02.夕食ﾌﾟﾗﾝ）

に利用期間]平成25年３月１６日(土)～平成25年６月30日（日）
[発売期間]平成25年３月４日(月)～平成25年６月27日(木)(寄り用日の１
［

各駅の窓口櫛業時間内です）力月前の10:00から3日前脹で｡駅での取扱いは｡

③お時間を気にせず､ゆっくり相談できます。⑱旅行当日は､駅へ行くだけで便利@

▼お申し込み手,,履歴は総駅に行棚くてもお電話でお申し込みCl〈

0111鱗讓|》|簔篝嚢曇i蝋議蝋騰露ト
1゜而崎'旬亡式ＩＬｐｇｗｊつ、ﾘ相凱一～。Ｌ…￣Ｈ１…い]』､'－－］

･お受け噸Ｄは露の譲議のある｢…霧･｣｢…篝彌縫｣で。
ご利用当曰の受け取りもＯＫ！
②｢予約番号｣と｢ご鯛入時のクレジットカード｣を持って駅へ。
蕊みどりの券売機ご受け取りの喝合はl瞳識号下4桁｣ぢ必要です｡峯お受け取り鯵変更.払戻し方法に
制綴がこさいて庫『･蕊窓ロズj扉範している鳩合がございますので､余裕をもってお越しください｡

ｉ》お申し込みの手続きが完了した時点でクレジットカードでのご購入となります。

iiiiiii狐Ⅲ囹震iii1ii鑑麟１ＷＩｉＩＩ鷺iWii證
蕊お耐匿で』】申し込みいただいた個人傭報I＝いて､列1便や利用篤殴騨の手配及Ueそれらのサービス受瓠のために必要な鰹Hil内で稲lJUさせていただく陣か､当肢施鹸にlu供し洩り．ご
罐この俺当社の侭人倫Gfの取狐に、鱈方針評については､右紀ホームページで芒fH隅ください。hllp:〃www・woslirDcoJp／

THEの毅示のあるｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞでご幽入いただけ鰻す｡お受け取りの前でもご臓入後の払戻しの際は､所定の
手数料をいただきます｡お愛け取りの厩には｢予約研号｣とお申し込み賭にご使用になった｢ﾙｼﾞｯﾄﾙﾄﾞ｣が
必嬰です｡みどI）の券売捜でお受け取りの堪合には､厩碩番号下4桁｣も必要です.

璽震蝋|麹|鳳霞v'５A⑯|:鰯|綱圃
排型無料

※インターネットでのご案内は
３月4日からの予定です。お申し込み前に必ずお読みください｡|雛壗jiiiifjlj織騨iiMiW鰯一

|腱j鍵iHf蕊MＥ駅プラン

読お読み ､に ロ

･煙Ⅱ｝鴎始俄の払戻し
「ｳﾒ,世碁｣は便りW腿焔rRの払艮しはいたし江セノv･｢かえ､劃に
ついて1基.｢かえり芽｣と｢寅卿労劉が末f更ﾉ1]で１１｢燭臓閥PJに暇
ＤＪ跨冒駁ぬら｢ID迂審｣の設定区尼iに対する片瓦の魚割引【､三；
薗企喝金ｍｙ｢かえり券jl薄れIお左鑓の譲欺料Z錘レヨlWi:幽転・
型プランJB完翠で出戻します.r女亭1弾等｣の寧数rlは毒風と註
ｐｍｒ｡｢Z｣塊り灘｣の便jil閲ltlinの仏反し'まいIにしtlFせん・
醗老っぷ等の変更･払戻し鞠については.おInc戦いで琶好い二
とも含め.制磁があります｡inPしくは係日にお閥い合わせく
超さい。

Ｏ描頁Bされた列111が逮行不転らしくは2局岡lユェ汀、て封厨し
正瑚台は､Ji強y係岡もしくI錘!】承の孤卿を諏僅'ｺﾞください｡
０当ＢＩＰむ逗祷窓い璽圃】(天最などの不可擬ブュその池)によこ
招定さ机に列威が遅れた唱命で壱・uj食１Ｍ(お取りいただけ
化増台.血U1労､)隆戻uga5R)砿せん・

讃屯Hfの椚雁は平減25年３月１日現在の１月慨てす．

⑳ぎっぷの1ﾑＥｕし

Iiujl)腿N｣Ｈ１《jli定ｉＵｍの出”!X識で)0D1lE2LI
miHuJ緬旋肴薊鰄，顕ﾜｲ癖lIiから騨麺科鍵し３１い璽逓､駅ﾌﾟﾗﾝ冗洗
恵爾向し彌・露.堰ｼ卜する｢ｗＩ塒窃｣と眉那'こ唾す刻白に鰍Ｄ醸す｡

①2名卿LLLで盤11】し込みく捷注い゜(同一列'1n.塵股`フランでご雄行される瑚合に限り､お申し込みいた）ご'ﾌﾞ離す｡同一yUII1でご縦汚己れる判台'岸.
，Ａｌ晃収渥窪み合わせて又鍔します)こどもの印の瞳､｣用はて廸波Ｅん・

・７７前日はごＩⅡ偏巳当日観､rす｡⑨こども\M造ItkUI学生の方に週ＩＩＬ'たし漆す．ｃこどもプランは.おとが'ijEEｲﾘ川い麹91,訳じんｑ
ｏＨｒ這さ牝に列皿及び殴翻に!H､割り用ｕ}だ届け誤す●鯖定邸咽・患のフランは.騨入時ｉＥｌ目定労の叉I牽動すて＜正きい0挺だし'固定月'b府wi県の哩合
Ｉ虫その列血の直由鯛nVご利尾で､９３可が､１１］定j儲との雄験CD仏戻し'iよいたしUzせん。

ｏ哀罰麗RRbliiu侭迄怒りzＥ３;１.発売潅糎了し：頂すり
・訂面表示駅,x夕Tの酌での鰍贋はでE宗低ん.選中寂ご脚RIXする咀凸I#腕遜気鯨として願DIRいⅧ対｡た『首し､プラン'ごよp迄t1D下、5,;ii定fJxある１M台は､
ll2足す己U9,口j由宮下１１lb短世まず・

｡z重文qN謹圧[ﾉている列国の篭鰍匠:232と荘乙鳴台がご芭fい顕寸ので.蜜入萄にお栂ぃ合ね亡く冠こい．

(].撒判〕＝0〕+②吟ﾉｰ③

ＩＨＦ、１当FZL虜i拝手数ｆＩ
ｌ(plq噸ｼ榔分蠅陥齢前で狗効ＮＩｌ隅内ＢＩＯ円

“…鋤鰯…イブ霞剛耐輕…１m唾glQ己
列画[U発曰の2曰7癖乙ＳごＯＥ

Ｗ鰯えo鰯)に確鰯タイプ閏…､aから出､噸霞屠關;の瑚…O勧唾し凧攝320便
卯111罪顕官．追究砥買I』蝿気制弓の堀金生鰯

VUjm臼の耶日の１７ＩＩＪまで２１０円
⑥K〔I､封諏

恥剛日の碗Ｅの１７岡l執lU7金額

簿llilE席タイプU)埋酋l感発行古机にi1ij琶抽に乎麹料DM)灯ります：

共
通
の
ご
案
内

(2)冊蝕罰嗣分鞠
○亡つぷの変､I

.ごv隅日曜辺鴎3ｓ鰯謙1坪uhAj【あった塁古屋.兄完で近ら■団醸ﾛﾛ.１回I型｡政りＭＩＩ,蓮す.唾しﾙﾖｰ:翠1ERM､ます0稲Ivln圏合偲wipplい迺錘喧岡
･列狐の1更.mは.列ilIOP出発閃刻護疋に11山出がむつ兀堀古に､１回にnｌｂ取り弧い猷寸｡定『i山､1N定Ｚ、化列叩に娘DDXす゜
･授定さ『Uヨリ国に1ILD遅帆土建Ｓｌ式.扱闘IImの巨田昭に染蝋石竃誤す.疋疋し､送迎パスzlび、IIJ爵１Ｗ産プラン毎に浪的ら1Uと騎射とjIふるこめ、
鐸ｈｆ皀曲謬論iX扉i孑員iX窪;１１５１両扉iliNi歴<なる鵯合bt垂し､恋す.この唱合でも仏風L;Iaいたｗ;管ん．

;ﾘ画出発ａの2曰nViyﾐ乙

出兜曰⑩ｎｓから出､闘刻燕誤'１編
(峻占､かえ0hJ)I=
卿11世ESTです』

､定侃タイプ

雷を辺（瓢Eご只両いただ0.割’1kg台や，
ｎＲｍＩ諦訶

幼児のお宮樺が同行される旧台､別途料金や食耶の願茄子胸などが必要な施段がありますので、
③ 予めご利用施股にご硴肥ください‘

１１
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１－－ロ‐－－￣■

Ⅱ‘△＿－０、＿、１,11－－｡－Ｆ

塁」|_さ」 おと江人

騰劃灘糠どん&ｽｲｰﾂ
●お申し込みありがとうございます。
恐れ入りますが､大枠内をご記入ください。

ii1本申込爵に記吐いただいた便人倫報について、
列耶や利用旅股等の手配及びそれらのサービス受領のために
必要な範囲内で利W｝させていただくほか､当咳施股に提供しＩ出す。
識この他､当社の個人1W報の取扱に側する方針鞭については、
下紀ホームベージでご礒甥ください。
hllpl〃www・woslj｢cojp／
難濡瞳子約さZTるぉ客桜はご妃入不要です。
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態ご卸HIH弓当白に逗陪b匂雇なnm躍殻弓をご配ﾌﾋＡ１竃Eい・

’□宇多津出発日 。。|□織麟｜…'。。|柵|:蕊;雛一:…に蕊窒Ｉi認１用
プラン

Ｌ

係凶食研【券ＪＲ券 認塁兜金翻 毬溌杉i;I旨認婁1.HZEiL ■同に[係員RE入梱｜発売日’同日|晃瀝inl円ljR券｜ ￣丙~｢量霧’－－巴_|_係貝’１－１

発斑】駅 新倉敷 福山 新尾ｉｉｉ

おとな 7,700円 9,500円 9,800円

ども 5,600円，６`500円 6,650円

発猫駅 岡山 愈致ｌ新倉数 ｷ１１山

おとな 6,300円 6,500円 6,700円 71500円

ども 4,900円 5,000円 5,100円 5,500円


