
1 キャンペーンイチオシ企画（詳細な情報は､ガイドブックを参照ください）

（１）ｍｔ ａｒｔ ｐｒｏｊｅｃｔ（マスキングテープアートプロジェクト）

女性を中心に世界的に人気を博しているマスキングテープ“ｍｔ”の発祥

の地「倉敷」において、大原美術館をはじめ、レンタサイクル、人力車など

をｍｔデザインにデコレーション。白壁の町「倉敷」が新たな魅力を発信し

ます。

また、あわせてＪＲ岡山駅からＪＲ倉敷駅へ向かう列車にもｍｔラッピン

グを施し、お客様をお出迎えします。

○ｍｔ × 大原美術館

日本最初の西洋美術中心の私立美術館として有名な大原美術館。外観をｍｔデザインにデコレーション

するほか、館内にもｍｔアート装飾を行い、分館では「ｍｔワークショップ」を開催します。

○ラッピングトレイン「ｍｔ × ＳＵＮＬＩＮＥＲ」

ＪＲ岡山駅～ＪＲ倉敷駅～ＪＲ三原駅間を中心に運行する快速サンラ

イナー(４両編成)の外装・内装をｍｔでラッピングします。かわいい列車

に乗って倉敷にお越しください。

運行期間：２月２１日（日）～６月３０日（木）

○ｍｔ装飾

ＪＲ岡山駅、ＪＲ倉敷駅をはじめ、レンタサイクル、人力車もｍｔで装飾します。

（２）岡山後楽園「幻想庭園」、岡山城「烏城灯源郷」の連携開催

岡山を代表する観光スポットで例年夏と秋の夜間に開催されている人気イ

ベント「岡山後楽園『幻想庭園』」と「岡山城『烏城灯源郷』」を初めて春に、

３３日間の長期間で特別に開催します。岡山後楽園では、プロジェクション

マッピングも実施予定。また、ＪＲ岡山駅周辺のホテルから無料シャトルバ

スも運行します。

＜岡山の伝統工芸品「備前焼」プレゼント＞

岡山ＤＣ期間中、「幻想庭園」に来場されたお客様全員に備前焼をプレゼントします。

※対象となる商品は、パンフレットに特典が記載された旅行商品のみです。

（３）観光列車「Ｌａ Ｍａｌｌｅ ｄｅ Ｂｏｉｓ（ラ・マル・ド・ボァ）」

「旅支度をする特別な時間を楽しむ列車」として、ＪＲ岡山駅から

『瀬戸内国際芸術祭２０１６』の会場となる島々への玄関口「宇野港

エリア」に向け、ＪＲ宇野みなと線（ＪＲ岡山駅～ＪＲ宇野駅）を「ラ・

マル せとうち」の列車名で運行。島へ向かう旅を演出します。

運 転 日 ４月９日（土）から６月２６日（日）の土休日を中心に１日１往復

※瀬戸内国際芸術祭会期中は、毎日運転（水曜日運休）

※瀬戸内国際芸術祭会期外は、土休日および５月２日（月）・６日（金）

運転区間 往路：岡山 １０：１１発 → 宇野 １１：１０着

復路：宇野 １５：００発 → 岡山 １６：００着 ※途中駅での乗降はできません。

※全車グリーン車指定席のため、乗車券のほかにグリーン券が必要です。

ｍｔ × 大原美術館

ｍｔ × ＳＵＮＬＩＮＥＲ

「Ｌａ Ｍａｌｌｅ ｄｅ Ｂｏｉｓ」

岡山後楽園『幻想庭園』

※本ページの掲載画像はイメージです



「ノスタルジー」

○宇野みなと線 駅アートプロジェクト

現代アート作家がＪＲ宇野駅・ＪＲ八浜駅で駅装飾を行います。

夏頃には、ＪＲ常山駅・ＪＲ備前田井駅にも展開します。

ＪＲ常山駅周辺では、フラワーアートディレクター萬木善之氏

による田んぼアートをお楽しみいただくほか、ＪＲ彦崎駅・ＪＲ

備前片岡駅・ＪＲ迫川駅では、岡山市立灘崎中学校美術部の皆さ

んによるアート作品で駅を飾ります。

（４）観光列車「ノスタルジー」

「レトロなタイムカプセルに乗って、さあ懐かしいまちへ！」を

コンセプトに、車体は昭和３０～４０年代に使用されていた気動車

の、懐かしい車体のカラーリングに、また車内にはびんジュース用

の栓抜き・扇風機などを復刻し、郷愁を誘う風景の残る県北部へ向

けて、ＪＲ津山線（ＪＲ岡山駅～ＪＲ津山駅）を「みまさかノスタ

ルジー」の列車名で運行します。

運 転 日 ４月９日（土）から６月２６日（日）の土日に１日２往復運転

運転区間 ①みまさかノスタルジー２号 岡山 ９：４２発 → 津山 １０：５０着

②みまさかノスタルジー１号 津山 １１：３１発 → 岡山 １２：３９着

③みまさかノスタルジー４号 岡山 １３：０５発 → 津山 １４：１１着

④みまさかノスラルジー３号 津山 １５：５４発 → 岡山 １７：０２着

※みまさかノスタルジー１号・２号・４号には指定席を１両設けております。指定席にご乗車

の際には乗車券の他に「座席指定券（５２０円）」が必要です。

※列車の編成は変更となる場合があります。

○津山まなびの鉄道館

日本第２位の規模を誇る旧津山扇形機関車庫が、さらにパワーアップして４月にリニューアルオープン。

ＳＬ「Ｄ－５１」をはじめ、国内で唯一現存する「ＤＥ５０」ディーゼル機関車など１３両を保存展示。鉄

道の「しくみ」や、鉄道が地域とともに発展した「あゆみ」を学べる施設などを新設します。また、岡山Ｄ

Ｃ期間中のイベントも予定しています。

２ テーマ別特別企画（詳細な情報は､ガイドブックを参照ください）

（１）アート

○大原美術館モーニングツアー

開館前の爽やかな朝に、ツアーに参加のお客様のためだけの特別企画として、貸切りで館内をご案内しま

す。学芸員の解説付きで、語らいながら名画を鑑賞できます。

○ＪＲ笠岡駅を中心としたフラワーアート

フィギュアスケートの国際大会でメダリストブーケを手がける笠岡市在住

のフラワーアートディレクター萬木善之氏が、ＪＲ笠岡駅を中心にフラワー

アートを展開します。

＜笠岡いいとこめぐりバス＞

笠岡湾干拓地では、広大な畑に咲き誇る四季折々の花を、道の駅・笠岡ベイファームでお楽しみいただ

けます。岡山ＤＣにあわせ、ＪＲ笠岡駅を起点に、道の駅・笠岡ベイファームをはじめ、カブトガニ博物

館などの見どころを巡る便利な循環バス「笠岡いいとこめぐりバス」を運行します。

笠岡フラワーアート

駅アートイメージ
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○瀬戸内アートクルーズ

『瀬戸内国際芸術祭２０１６』の舞台「直島」・「犬島」を便利に観光できる周遊クルーズを日にち限定で

運航します。宇野港を出発し、直島・犬島を経由した後は、宇野港・児島観光港等まで運航します。

（２）ビュー

○瀬戸内海の夕景と水島コンビナート夜景鑑賞バス

ダイナミックな瀬戸内海の夕景と、山上から見る水島コンビナートの工場夜景を一度に楽しめる周遊バス

を新たに運行します。ＪＲ倉敷駅または倉敷美観地区付近から乗車でき、鷲羽山で瀬戸内の素晴らしい夕景

を眺めながらお食事を楽しめます。

○瀬戸内海の夕景と水島コンビナート夜景クルージング

瀬戸内海の夕景や水島コンビナートの夜景を海上から楽しんでいただき、さらにはライトアップされた瀬

戸大橋をくぐる特別なクルーズ船を運航します。

○晴れの国おかやま花めぐりバス

岡山自慢の花の名所をめぐりながら、名湯「美作三湯」（湯原温泉・奥津温泉・湯郷温泉）へアクセスでき

る便利な周遊観光バスを運行します。

○美作三湯発「津山城夜桜バスツア－」

美作三湯に宿泊のお客様限定企画として、夕食後、「日本さくらの会」により「日本のさくら名所１００選」

に選ばれている津山城(鶴山公園)の夜桜を楽しめるバスツアーを運行。石垣を雲のように取り囲む約１，０

００本の夜桜は圧巻です。

（３）テイスト

○岡山の地酒三酒呑み比べセット

岡山県内の３０の宿泊施設で、岡山のおいしい地酒３種類を呑み比べ

できる企画を期間限定で展開します。

○美作三湯 朝ごはん祭り

各旅館が創意工夫を凝らした朝御飯を、宿泊されたお客様と当日の朝

訪れたお客様に提供します。地元の特産品を使った料理が味わえます。

○倉敷グルメクーポン

倉敷美観地区周辺の指定店舗の中から選んで利用できるグルメクーポンです。昼用・夜用を設定しており、

まち歩きとあわせてお楽しみください。

※岡山を着地とする旅行商品限定の特典

○岡山ミニフルーツパフェ食べ歩きクーポン

岡山特産のフルーツを手軽に食べたい方におすすめ。フルーツパフェのミニサイズを2 店舗食べ歩きでき

るクーポンです。

※岡山を着地とする旅行商品限定の特典

（４）リラックス

○湯原ダムライトアップ、キャンドルファンタジー

露天風呂・砂湯の正面にそびえる湯原ダムをライトアップで彩るとともに、砂湯周辺をキャンドルの光で

幻想的に浮かび上がらせます。

岡山の地酒三酒呑み比べセット
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○春の名勝奥津渓プレミアムウォーク

新緑が美しい名勝奥津渓を現地ガイドと一緒に歩きます。普段立ち入る

ことのできないエリアの散策もお楽しみいただけます。

○美作三湯芸術温度

美作三湯の温泉街を舞台とする回遊型アート展覧会。注目の現代アート

作家が各温泉地の旅館などに作品を展示します。

（５）ヒストリー

○旧閑谷学校での特別企画

＜国宝の講堂で論語朗誦＞

日本最古の庶民の学校｢旧閑谷学校｣｡孔子の言葉や弟子たちの問答を

収めた論語の朗誦を､国宝の講堂で体験することができます。

＜孔子像特別公開＞

孔子廟とも呼ばれる聖廟内に祀られている、通常非公開の儒学の始

祖・孔子の像を期間限定で公開します。

○桃太郎ラッピング列車

桃から生まれた桃太郎が鬼ヶ島に渡り、鬼を退治する昔話のモチーフ

になったといわれる「桃太郎伝説」が数多く残る神社や史跡が吉備路に

は点在しています。

そこで、「桃太郎伝説」と「温
う

羅
ら

伝説」の世界をイメージしたラッピ

ング列車をＪＲ桃太郎線（吉備線）で運行。車内では、沿線の桃太郎ゆ

かりの史跡の紹介もあり、岡山ならではの歴史ロマンが楽しめます。

運 転 日 ３月２６日（土）から当面の間

３ 岡山ＤＣ特別企画・イベント

（１）岡山ＤＣオープニングイベント

ＪＲ岡山駅後楽園口（東口）広場において、岡山ＤＣオープニングイベント『晴れの国マルシェ』を開催

します。スイーツを中心とした県内各市町村の特産品を販売するほか、伝統芸能のステージでキャンペーン

を盛り上げます。

実施日：４月２日（土）

時 間：１０：００～１７：００

会 場：ＪＲ岡山駅後楽園口（東口）広場

（２）岡山ＤＣプレゼント企画

岡山ＤＣ期間中に、ＤＣ専用の旅行商品を利用して旅行されるお客様に、マスキングテープ「ｍｔ」と「倉

敷帆布ポーチ」がコラボしたオリジナルポーチを差し上げます。

※対象となる商品は､ＤＣ専用の旅行商品のうち、パンフレットに特典が記載された旅行商品のみです。

（３）晴れらんまん！もんげー岡山フォトコンテスト

旅先で見つけた感動の場面を写真に撮って気軽に投稿できるフォトコンテストを開催します。応募期間は、

４月１日（金）～６月３０日（木）。ご応募の中から入賞作品を選出し、受賞者に賞品をプレゼントします。

（４）レンタカープラン

○お値打ちレンタカープラン「晴れの国レンタカー」

岡山ＤＣ期間中、１暦日２，０００円(Ｓクラス)で駅レンタカーがご利用いただけます。

※ＤＣ専用の旅行商品限定

奥津渓

論語朗誦体験

桃太郎ラッピング列車

※本ページの掲載画像はイメージです



○晴れの国レンタカークーポン

レンタカーを借りられた方に、県内約１００の施設で利用できる割引クーポン冊子を進呈します。

（５）「マイフェバ岡山」での情報配信

おでかけ情報スマートフォンアプリ「マイフェバ」内で、特別企画として岡山のおでかけ情報を配信しま

す。岡山のスポット・イベント情報などをお届けします。

（６）山陽新幹線車内販売での岡山フェア

山陽新幹線での車内販売の新たな取り組みとして、「土産もの」を切り口に沿線各地のものづくりの魅力を

発信する「走る日本市」プロジェクト。第４弾として、岡山ＤＣに合わせて「岡山県」の地元メーカーと共

同開発した商品や岡山県にちなんだ商品を販売します。

（７）ＪＲ東日本ホテルズ・ＪＲ西日本ホテルズとの連携によるおかやま「食」フェア

ホテルグランヴィア岡山をはじめ、東京エリアではホテルメトロポリタンエドモント（飯田橋）、大阪エリ

アではホテルグランヴィア大阪などのＪＲ東日本ホテルズ・ＪＲ西日本ホテルズにおいて、岡山ＤＣ期間中、

岡山の高品質な地元食材を活かしたメニューを開発・提供する「おかやま『食』フェア」を開催します。

（８）「晴れの国おかやまへ行ってＩＣＯＣＡで買おか！」キャンペーン

岡山ＤＣ期間中、岡山県内の対象店舗等でＩＣＯＣＡ等交通系電子マネーを使って５００円以上お買い物

をされた方の中から抽選で岡山県特産品（千屋牛、フルーツ詰合せ、大吟醸セット）をプレゼントします。

（９）Ｊ－ＷＥＳＴカード 岡山ＤＣ連動企画

岡山ＤＣ期間中、岡山駅ナカ・駅周辺の対象施設でＪ－ＷＥＳＴカードを使ってお買物をされた方に抽選

で豪華賞品をプレゼントします。

４ おもてなし

（１）おもてなし宣言団体

観光客の皆様をあたたかくお迎えするため、｢おもてなし｣に率先して取り組む団体を募集しています。「お

もてなし宣言団体」には、缶バッチや卓上のぼりを配布しており、おもてなし意識の醸成に努めています。

（２）おもてなし研修

｢おもてなし｣の大切さを認識してもらうため、観光関係者等を対象にした｢おもてなし塾｣や「おもてなし

研修会」を開催し、おもてなし意識の向上に向け取り組んでいます。

（３）歓迎バナーフラッグの掲出

広く県民に岡山ＤＣを周知するとともに、観光客へのおもてなしとして「晴れの国おかやまデスティネー

ションキャンペーン」バナーフラッグを掲出します。

【岡山市】

場 所：桃太郎大通り沿線

期 間：３月１日（火）～６月３０日（木）

【倉敷市】

場 所：ＪＲ倉敷駅橋上デッキ及び倉敷元町通り・倉敷中央通り沿線

期 間：３月１日（火）～６月３０日（木）

※ただし、倉敷元町通り・倉敷中央通り沿線は、５月１９日（木）～６月３０日（木）を予定。

【岡山市】 【倉敷市】
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５ 訪日外国人旅行者向けの取組

（１）スタンプラリーの実施

ＪＲの外国人向け割引パスを利用して、岡山県内を周遊する外国人観光客

を対象に、｢桃太郎｣をテーマとしたスタンプラリーを実施します。

実施期間：４月１日（金）～平成２９年２月２８日（火）

６ 宣伝展開

（１）イベントガイドブック

県内の観光情報や期間中に開催される特別企画・イベント情報などを掲載

したガイドブック（約８０万部）を全国のＪＲの主要駅・旅行会社などで３月

上旬から配布します。

（２）ポスター

晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン推進協議会が制作した５連貼りポスターを、３月１日

（火）～３１日（木）の間、全国のＪＲの主要駅に掲出します。

また、ＪＲグループでもポスターを制作し、３月中旬～６月３０日（木）までＪＲの主要駅や車内に掲出

します。（以下は駅に掲出するB０ポスターです）

（３）メディア等による情報発信

・「遠くへ行きたい」（日本テレビ系、毎週日曜放送)にて岡山ＤＣ期間中３０秒スポットＣＭを放映

・「別冊 旅の手帖 岡山」（約６万部発行、３月２３日（水）頃全国発売)の発行

・首都圏リビング新聞紙面で情報発信（３月４日（金）発行、都内約４７万世帯へ配布）

・岡山ＤＣを紹介するＴＶ番組の放映（放送予定：３月下旬）

・ラジオ（コミュニティＦＭ）を活用した全国への情報発信

（放送日：４月１８日（月）～２２日（金）､１５：００～１７：００）

・大阪環状線の電車内へ岡山ＤＣ広告の掲載（３月下旬、１２日間程度、1 編成８両）

（４）岡山ＤＣ専用サイト

期間中のイベントや特別企画を専用サイトにて紹介します。

http://www.okayama-kanko.jp/dc/

※ガイドブック表紙

※スタンプラリー冊子表紙
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（５）各地での観光ＰＲイベント「晴れらんまん岡山フェア」

①首都圏でのＰＲイベント

日 時：３月５日（土） １１：００～１７：００

６日（日） １１：００～１６：００

場 所：とっとり・おかやま新橋館

②関西でのＰＲイベント

日 時：３月５日（土）１１：００～１７：００

６日（日）１１：００～１６：００

場 所：ＪＲ大阪駅 大阪ステーションシティ サウスゲートビル1Ｆ

日 時：４月１０日（日）１１：００～１６：００

場 所：ＪＲ草津駅前広場

③福岡でのＰＲイベント

日 時：３月１２日（土）１１：００～１７：００

１３日（日）１１：００～１６：００

場 所：ＪＲ博多駅 博多口 にぎわい交流空間

④旅まつり名古屋への出展

日 時：３月１９日(土)・２０日(日) 両日とも１０：００～１７：００

場 所：名古屋市久屋大通公園 久屋広場

７ ご旅行に便利な特別企画

（１）オープニング記念団体旅行商品

新幹線利用団体

○運転日・区間

平成２８年４月２日（土）

名古屋・京阪神・広島・博多の各地からオープニング記念団体が企画されています。

（２）団体臨時列車の運行

①サロンカーなにわで行く岡山

○運転日・区間

往路 ４月２日（土） 大阪 ０８：０４発 → 岡山 １０：５３着

復路 ４月３日（日） 岡山 １４：４０発 → 大阪 １８：２４着

○編成・定員 欧風客車サロンカーなにわ ６両 定員１８０名

○おもてなし（予定）

車内にてじゃんけん大会を実施するほか、ご乗車のお客様にちょっぴりプレゼントや特製の記念弁当（有

料）をご用意いたします。

〇主催：(株)日本旅行

②晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーンオープニング記念号

○運転日 ４月２日（土）、３日（日）

○区 間（各日１往復）

往路 岡山 ９：２５発 → 津山 １１：１２着

復路 津山 １６：１９発 → 岡山 １８：３２着

○編成・定員 キハ４７ ２両（観光列車「ノスタルジー」車両） 定員１２４名 募集人員１００名

〇主催：(株)日本旅行



③県内一周列車「吉備之国漫遊ノスタルジー」

○編成・定員

キハ４７ ２両（観光列車「ノスタルジー」車両） 定員１２４名 募集人員１００名

○日帰りプラン

・運転日 ４月２９日（金・祝）

・区 間 岡山→総社→備中高梁→新見→中国勝山→津山→岡山

○１泊２日プラン

・運転日 ５月２７日（金）から２８日（土）

・区 間 １日目…岡山→総社→備中高梁→新見→中国勝山→津山→林野=(バス等)=湯郷温泉（泊）

２日目…湯郷温泉=(バス等)=美作江見→津山→岡山

〇主催：(株)日本旅行

（２）岡山へのおトクな商品

①ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン（別紙１）

主な旅行会社では、岡山ＤＣに合わせて岡山方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご

用意しています。

②岡山エリア内周遊に便利なきっぷ（別紙２）

岡山エリアを広域に周遊できる着地フリーきっぷを主な旅行会社のＪＲセットプランご利用のお客様限

定で発売いたします。

○岡山・倉敷ミニぐるりんパス

岡山城・岡山後楽園・大原美術館など岡山・倉敷エリアの人気観光施設１４施設の入場券とＪＲや路

面電車と、バスなどの２次アクセスがセットになったおトクなきっぷです。

○岡山・倉敷２デイパス

ＪＲや路面電車、バスと岡山城・岡山後楽園・大原美術館の入場券がセットになった着地フリーパス。

岡山・倉敷の観光を満喫するにはこちらのパスをご利用ください。

○岡山・香川アートフリーきっぷ

岡山・香川自由周遊区間の普通列車・快速列車の普通車自由席や路線バスが３日間乗り放題。「瀬戸内

国際芸術祭２０１６」へのお出かけにはこちらのフリーきっぷをご利用ください。

○吉備之国くまなく乗り放題パス

岡山・福山自由周遊区間の普通列車・快速列車の普通車自由席が３日間乗り放題。「吉備之国」をくま

なくお楽しみいただけます。

③その他にも岡山エリアへのお得な駅プランや便利なきっぷをご用意しています。（別紙３）

８ キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛

ＪＲの主要駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で岡山県を目的地とするきっぷを購入時に差し上げ

る引換券付きの乗車券袋を、岡山ＤＣ期間中に指定の引換駅のキヨスク売店など（乗車券袋に記載）にお持ち

いただくと、引換券１枚につき「キリン 生茶（５２５ｍｌＰＥＴ）」「キリン 午後の紅茶 レモンティー（５

００ｍｌＰＥＴ）」のいずれか１本をプレゼントいたします。

※ＪＲ東日本エリアでは「びゅうプラザ」「提携販売センター」等で旅行商品を購入した方のみ対象です。

※引換場所などは乗車券袋の記載をご確認ください。引換期間は４月1 日（金）～６月３０日（木）です。乗

車券袋は数に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただきます。



［ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン］

全国の主な旅行会社では、岡山デスティネーションキャンペーンにあわせて、ＪＲと宿泊がセットになった

岡山エリアへの旅行プランを発売します。

また、ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン限定のオプションとして、キャンペーンエリアの周遊に便利

な周遊券などのおトクなきっぷも発売します（発売のない旅行会社もあります）。

詳しくは、主な旅行会社へお問い合わせください。

※掲載のパンフレットは京阪神地区発の旅行プランです。

別紙１

※イメージです。
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［旅行会社のＪＲセットプランで使えるおトクなきっぷ］

※いずれも主な旅行会社での発売となります。

１ 岡山・倉敷ミニぐるりんパス

岡山･倉敷エリア(自由周遊区間内)のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席、路面電車、路線バス等３

日間乗り放題と、大原美術館など人気の観光施設(14施設)の入場(館)券がセットになった着地フリーパス

です。ＪＲ利用の旅行商品とセットで発売します。

○ 発売期間 平成28年３月１日～平成29年３月31日

○ ご利用期間 平成28年４月１日～平成29年４月２日までの連続する３日間

※平成29年３月31日ご利用開始分まで発売します。

○ おねだん おとな3,530円、こども1,760円

○ 自由周遊区間

○ その他 詳しくは主な旅行会社でお問い合わせください。

２ 岡山・倉敷２デイパス

岡山・倉敷エリア(自由周遊区間内)のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席、路面電車、下電バス２

日間乗り放題と、岡山城・岡山後楽園・大原美術館の入場(館)券がセットになった着地フリーパスです。

ＪＲ利用の旅行商品とセットで発売します。

○ 発売期間 平成28年３月１日～平成29年３月31日

○ ご利用期間 平成28年４月１日～平成29年４月１日までの連続する２日間

※平成29年３月31日ご利用開始分まで発売します。

○ おねだん おとな2,020円、こども1,010円

○ 自由周遊区間

○ その他 詳しくは主な旅行会社でお問い合わせください。

別紙２
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３ 岡山・香川アートフリーきっぷ

岡山・香川エリア(自由周遊区間内)のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席、両備バス(岡山駅～宇野

駅･宇野港、岡山駅～西宝伝)、岡電バス(岡山駅～新岡山港)が３日間乗り放題の着地フリーパスです。「瀬

戸内国際芸術祭2016」へのお出かけに便利です。ＪＲ利用の旅行商品とセットで発売します。

○ 発売期間 平成28年２月20日～平成28年11月４日

○ ご利用期間 平成28年３月20日～平成28年11月６日までの連続する３日間

※平成28年11月4日ご利用開始分まで発売します。

○ おねだん おとな2,000円、こども1,000円

○ 自由周遊区間

○ その他 詳しくは主な旅行会社でお問い合わせください。

４ 吉備之国くまなく乗り放題パス

岡山・福山エリア(自由周遊区間内)のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席、井原鉄道(総社～神辺間)、

岡山電気軌道(岡山駅前～東山･清輝橋間)が３日間乗り放題の着地フリーパスです。ＪＲ利用の旅行商品と

セットで発売します。

○ 発売期間 平成28年３月１日～平成28年６月28日

○ ご利用期間 平成28年４月１日～平成28年６月30日までの連続する３日間

※平成28年６月28日ご利用開始分まで発売します。

○ おねだん おとな3,000円、こども1,500円

○ 自由周遊区間

○ その他 詳しくは主な旅行会社でお問い合わせください。

別紙２
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［駅長おすすめ駅プラン］

往復のＪＲ券と岡山のグルメがセットになったＪＲで行く日帰りプラン「駅長おすすめ 駅プラン」を京阪神

エリアで発売します。岡山ＤＣ期間中、全９方面１６施設の駅プラン（日帰り商品）の設定を予定しています。

〔時期等〕

設定期間：平成２８年４月１日～平成２８年６月３０日

■岡山エリアプラン（吉備の国おかやま巡り）

[内 容]かくし寿司、千屋牛ハンバーグ、ばら寿司弁当

[施設名]ホテルグランヴィア岡山（吉備膳、プリドール、オリビエ）

■倉敷エリアプラン（倉敷散策）

[内 容]岡山県産の食材を使用した洋食、和食

お好きな施設をお選びいただける倉敷グルメクーポン＋大原美術館入館券

[施設名]倉敷アイビースクエア

倉敷グルメクーポン加盟店舗（昼１０店舗、夜１０店舗）＋大原美術館

■児島エリアプラン（児島で味わう瀬戸内の幸）

[内 容]鯛しゃぶ、蛸しゃぶ

[施設名]下電ホテル、鷲羽ハイランドホテル

■宇野エリアプラン（アートの町宇野を楽しむ）

[内 容]瀬戸内の地魚（黒メバル等）の焼物 ※仕入れ状況によって変わります

[施設名]瀬戸内温泉 たまの湯

■日生エリアプラン（漁師町日生で瀬戸内の幸を味わう）

[内 容]瀬戸内の地魚会席

[施設名]鹿久居荘日生店、活魚料理旅館 つり幸、魚美味倶楽部美晴

■湯郷温泉エリアプラン（美作三湯のひとつ湯郷温泉と津山さんぽ）

[内 容]奈義ビーフ、鰆西京焼

[施設名]湯郷グランドホテル、ゆのごう美春閣

■備中高梁エリアプラン（城下町高梁で雲海鍋を味わう）

[内 容]雲海鍋

[施設名]魚富

■新見エリアプラン（日本最古の蔓牛「千屋牛」を堪能）

[内 容]千屋牛すき鍋、千屋牛ステーキ

[施設名]新見千屋温泉 いぶきの里、焼肉・ステーキ牛弘

■矢掛エリアプラン（宿場町矢掛散策）

[内 容]美星豚しゃぶしゃぶ

[施設名]矢掛屋

※詳細な商品内容につきましては、主な駅に設置のパンフレットやホームページをご覧ください。

別紙３

【期間限定(4/29～5/31)「幻想庭園・烏城灯源郷」見学プラン】
[内 容]名園（後楽園）・名城(岡山城)がキャンドル等で浮かび上がる幽玄の

世界をお楽しみいただける特別なプランをご用意
[施設名]吾妻寿司＋岡山みどころパック

※イメージです。
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［おトクなきっぷ］

１ 岡山・倉敷ぐるりんパス

自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席※と、観光施設（14 施設）の入場（館）券、自由周遊区間内の

ＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席、路面電車、路線バス、下津井循環バス｢とこはい号｣、ジーンズバス、

夕景鑑賞バス、レンタサイクル(おとなのみ)がセットになったきっぷです。２名様以上でご利用ください。

※ 往復の新幹線は、「のぞみ」「みずほ」「ひかり」「さくら」「こだま」の全ての列車をご利用いただけます。

発売条件・商品効力など詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」のページ等でご覧ください。

○ 発売期間 平成28年３月２日～平成29年３月30日

※ご利用開始日の1ヶ月前から前日まで発売します。

○ ご利用期間 平成 28年４月２日～平成 29年４月２日までの連続する３日間

※平成29年３月31日ご利用開始分まで発売します。

※平成28年４月１日ご利用開始分までの｢岡山･倉敷ぐるりんパス｣は別途発売しています。

○ 設定区間・おねだん(お一人様あたり)

発地 おとな こども 発地 おとな こども

京都市内 13,800円 6,900円 広島市内 12,700円 6,350円

大阪市内 12,700円 6,350円 北九州市内 21,000円 10,500円

神戸市内 11,700円 5,850円 福岡市内 23,400円 11,700円

○ 自由周遊区間

○ 発売箇所 出発地周辺の主な駅のみどりの窓口および主な旅行会社、電話予約

★上記の他に、デスティネーションキャンペーン期間限定で、以下の出発地からも設定します。

※発売期間：平成28年３月１日～平成28年６月27日（ご利用開始日の１ヶ月前～前日まで発売）

※ご利用期間：平成28年４月１日～平成28年６月30日までの連続する３日間

（平成28年６月28日ご利用開始分まで発売）

※観光施設や自由周遊区間の内容は同じです。往復の列車は、新幹線や特急列車の普通車指定席となります。

発地 おとな こども 発地 おとな こども

富山 18,900円 9,450円 福知山 14,500円 7,250円

金沢 16,400円 8,200円 豊岡 12,000円 6,000円

福井 14,800円 7,400円 篠山口 14,000円 7,000円

和歌山 14,000円 7,000円 鳥取 9,800円 4,900円

御坊 14,500円 7,250円 米子 9,600円 4,800円

紀伊田辺 14,800円 7,400円 松江 10,600円 5,300円

出雲市 12,000円 6,000円
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２ 岡山・倉敷ぐるりんパス（こだま号利用限定タイプ）

｢岡山･倉敷ぐるりんパス｣について、往復新幹線「こだま号」(一部の「ひかり号」を含む)の普通車指定席

利用限定で、大変おトクな商品を、デスティネーションキャンペーン期間限定で発売します。２名様以上でご

利用ください。

発売条件・商品効力など詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」のページでご覧ください。

○ 発売期間 平成28年３月１日～平成28年６月27日

※ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売します。

○ ご利用期間 平成28年４月１日～平成28年６月30日までの連続する３日間

※平成28年６月28日ご利用開始分まで発売します。

○ 設定区間・おねだん(お一人様あたり) ○ 自由周遊区間

発地 おとな こども

京都市内 9,000円 4,500円

大阪市内 8,500円 4,250円

神戸市内 8,000円 4,000円

広島市内 8,500円 4,250円

徳山 11,500円 5,750円

新山口 12,500円 6,250円

○ 発売箇所 出発地周辺の主な駅のみどりの窓口および主な旅行会社、電話予約

３ 吉備之国くまなく乗り放題きっぷ

自由周遊区間までの往復新幹線「こだま号」(一部の「ひかり号」を含む)の普通車指定席と、自由周遊区間

内のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由席・井原鉄道(総社～神辺間)･岡山電気軌道(岡山駅前～東山･清輝橋

間)３日間乗り放題がセットになったきっぷです。２名様以上のグループでご利用ください。

発売条件・商品効力など詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」のページでご覧ください。

○ 発売期間 平成28年３月１日～平成28年６月27日

※ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売します。

○ ご利用期間 平成28年４月１日～平成28年６月30日までの連続する３日間

※平成28年６月28日ご利用開始分まで発売します。

○ 設定区間・おねだん(お一人様あたり) ○ 自由周遊区間

発地 おとな こども

京都市内 10,000円 5,000円

大阪市内 9,500円 4,750円

神戸市内 9,000円 4,500円

姫路 8,400円 4,200円

広島市内 9,000円 4,500円

徳山 12,000円 6,000円

新山口 13,000円 6,500円

○ 発売箇所 出発地周辺の主な駅のみどりの窓口及び主な旅行会社、電話予約
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４ 岡山・香川アート往復きっぷ（平成28年２月18日公表済）

自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席と、自由周遊区間内のＪＲ在来線普通・快速列車普通車自由

席・両備バス(岡山駅～宇野駅･宇野港、岡山駅～西宝伝)・岡電バス(岡山駅～新岡山港)３日間乗り放題がセッ

トになったきっぷです。「瀬戸内国際芸術祭2016」へのおでかけに便利です。

※別売の｢瀬戸内国際芸術祭2016作品鑑賞パスポート｣(引換券含む)を同時購入又は呈示いただいた場合に限

り発売いたします。

※作品鑑賞等の施設入場料、各会場へのフェリー乗船料等はきっぷに含まれません。

※往復の新幹線は「こだま号」及び一部の「ひかり号」限定です（北九州市内発・福岡市内発はすべての列車

をご利用いただけます）。

発売条件・商品効力など詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」のページでご覧ください。

○ 発売期間 ・平成28年２月20日～平成28年４月14日［４月15日ご利用開始分まで発売］

・平成28年６月18日～平成28年９月１日［９月２日ご利用開始分まで発売］

・平成28年９月８日～平成28年11月３日［11月４日ご利用開始分まで発売］

※ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売します。

○ ご利用期間 ・平成28年３月20日～平成28年４月17日までの連続する３日間

・平成28年７月18日～平成28年９月４日までの連続する３日間

・平成28年10月８日～平成28年11月６日までの連続する３日間

○ 設定区間・おねだん(お一人様あたり) ○ 自由周遊区間

○ 発売箇所 出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、ＪＲ四国のワープ梅田支店(京阪神･姫路発のみ発売)

及び主な旅行会社、電話予約

発地 おとな

京都市内 9,000円

大阪市内 8,500円

神戸市内 8,000円

姫路 7,400円

広島市内 8,500円

徳山 11,500円

新山口 12,500円

北九州市内 18,000円

福岡市内 20,000円
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