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１ きっぷの名称  
  「岡山・尾道おでかけパス」  

 
２ ご 利 用 期 間 
  平成 27 年３月 31 日（火）まで  
  ※購入時にご利用日をご指定ください。  

 ※イオンモール岡山の飲食店舗の特典は 12 月 5 日からご利用いただけます。  
 
３ 発売期間  

 平成 27 年３月 30 日（月）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。  
 

４ 有 効 期 間 
  1 日間（ご利用日当日限り）  
  ただし、平成 26 年 12 月 31 日（水）のご利用分のみ平成 27 年 1 月 1 日（木）も  

ご利用いただけます。  
    

５ お ね だ ん 
  おとな 1,950 円  こども  510 円 
 
６ きっぷの内容  

・岡山・福山エリアのＪＲ自由周遊区間、井原鉄道（総社～神辺）、岡山電気軌道（岡山 
駅前～東山・清輝橋）普通列車・快速列車（普通車自由席）が 1 日乗り放題です。  

【岡山・尾道おでかけパス自由周遊区間】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・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。  
・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。  
・お一人様からご利用いただけます。  
・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。 
・運行不能・遅延等による払いもどしはいたしません。  
・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、「イオンモール岡山割引特典券」1 枚 

※「イオンモール岡山割引特典券」の内容については別紙 2 をご覧ください。 
 
８ 発売箇所  

岡山・福山地区の主な駅のみどりの窓口  
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岡山・尾道おでかけパス「イオンモール岡山」特典一覧　 H26.11.11現在

店舗名 フロアー 業種 特典内容 注意事項

MELLOW　BROWN　COFFEE １F 飲食 10％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ブレッツカフェクレープリー １F 飲食 ソフトドリンク１杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

八天堂 １F 食品 自店ポイント３倍 ※他券・他サービスとの併用不可。

キムラヤのパン １F 食品
1,000円以上お買い上げにつき1つ
粗品プレゼント

鉄板焼き・ワインバル・ダイナーバチ １F 飲食 500円以下のドリンク1杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

フルーツバーAOKI １F 飲食 80円引き
※他券・他サービスとの併用不可。
※一部除外品あり。

サブウェイ ２F 飲食 ポテトSサイズ→Mサイズへサイズアップ ※他券・他サービスとの併用不可。

SWEETｰFACTORY+PLUS ４F 食品 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ミルキッシモ ４F 飲食 5％OFF
※他券・他サービスとの併用不可。
※一部除外品あり。

Frenchu《フレンチュ》 ４F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ロンフーダイニング ４F 飲食
チャーハンご注文のお客さま
ソフトドリンク1杯サービス

ラーメン東大 ４F 飲食 ソフトドリンク１杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

築地銀だこ ハイボール酒場 ４F 飲食 ドリンク1杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

かばくろ ４F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

おひつごはん　海の穂まれ ４F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

NEWYORK STEAK FACTORY ４F 飲食 10％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ぶっかけ　ふるいち ４F 飲食 えび天1本サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

ラ・パルメ ４F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

鶏三和 ４F 飲食 ソフトドリンク１杯サービス
※他券・他サービスとの併用不可。
※一部除外品あり。
※定食・丼メニューご注文のお客さまに限る。

フレッシュネスバーガー ４F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

マルゴカフェ 5F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ぼてぢゅう ６F 飲食 10％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

THE CENTRAL BUFFET ６F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

梅蘭 ６F 飲食 ワンドリンクかデザートいずれかサービス
※他券・他サービスとの併用不可。
※1,000円以上のご飲食時に限る。

博多天ぷら　たかお/ViTO ６F 飲食
お好きなソフトドリンク1杯orお好きな天ぷ
ら一品サービス＇アナゴ除く（

※他券・他サービスとの併用不可。
※定食・丼メニューご注文、もしくは500円以上のご
飲食時に限る。

炙り厚切り牛たん　たん屋びぜん ６F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ポムの樹Café ６F 飲食 ドリンクスモールサイズ１杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

ご当地ちゃんぽん研究所　 ６F 飲食
セットメニューを頼まれたお客さまに
1ドリンクサービス

ナポリピッツァとイタリア料理　アペティート ６F 飲食 イタリアンジェラート1個サービス
※他券・他サービスとの併用不可。
※お食事ご注文のお客さまに限る。

串かつでんがな ６F 飲食 500円以下のドリンク1杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

Ｌｉｓ Ｌａｒｒｙ ６F 飲食 10％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

粥餐庁 ６F 飲食 コーヒーorソフトドリンク　1杯サービス
※他券・他サービスとの併用不可。
※お食事ご注文のお客さまのみ有効。

サンマルク ６F 飲食 レストランパン＇3個（サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

穂の香 ６F 飲食 100円引き ※他券・他サービスとの併用不可。

小豆島ラーメン　HISHIO ６F 飲食 トッピングサービス＇煮卵（
※他券・他サービスとの併用不可。
※品切れの場合など、内容変更の可能性あり。

鎌倉パスタ ６F 飲食 ソフトドリンク１杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

タリーズコーヒー ６F 飲食 ドリンクSサイズ→Tサイズへサイズアップ ※他券・他サービスとの併用不可。

DARTS＆CAFE DAD ６F 飲食 ドリンク一杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

原始炭火焼・鮮魚　うみ道楽 ７F 飲食 生ビールorソフトドリンク１杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可

白桃居 ７F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ロケット キッチン ７F 飲食 ドリンク＇コーヒーor紅茶（1杯サービス ※他券・他サービスとの併用不可。

Golden Lotus ７F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

ラ・メール・プラール ７F 飲食 17時以降、10％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

肉匠松屋 ７F 飲食 5％OFF

パルパスタ岡山 ７F 飲食
グラスワイン・カクテルのいずれか1杯サー
ビスorパスタ大盛り無料

※他券・他サービスとの併用不可。

Juju ７F 飲食 5％OFF ※他券・他サービスとの併用不可。

※「対象店舗・特典内容は変更となる可能性がございます。」
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