２０２２年３月９日
西日本旅客鉄道株式会社

「山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念キャンペーン」の開催について
1972 年 3 月 15 日、「ひかりは西へ」をキャッチフレーズに山陽新幹線「新大阪～岡山間」が開業し、
今年で 50 年を迎えます。
50 年にわたる多くのお客様のご利用に感謝するとともに、沿線の皆様に改めて新幹線との関わりや思
い出を振り返る機会にしていただきたく、3 月から「山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念キャンペーン」
を開催します。キャンペーン期間を通して、様々な企画を展開してまいりますのでご期待ください。
１．ロゴマーク
「山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念キャンペーン」ロゴマーク
【記念ロゴマークについて】
今後も多くのお客様に愛される山陽新幹線でありたいという思い
を込め、山陽新幹線を運行した０系から N700 系と、50 周年を流線
的な新幹線のフォルムで表現したロゴを組み合わせ、懐かしさも
ありつつ、未来へつながる先進的なイメージを感じていただける
ようなデザインとしました。

２．キャンペーン期間
2022 年３月 15 日（火）～12 月 31 日（土）
３．主な企画内容（詳細は別紙参照）
○ プロモーション
駅構内、列車内、WEB などで告知を行います。
また、特設サイトを開設し、期間中の各種企画や山陽新幹線の歴史
についてもご紹介いたします。
※特設サイトは３月 15 日（火）公開予定です。
【ＵＲＬ】
https://www.jr-odekake.net/railroad/sanyo_shinkansen_okayama_50th/
○ 駅でのイベント等の実施
３月 15 日は、岡山駅、相生駅にて記念式典を実施いたします。
また、新神戸・西明石・姫路・相生・岡山の山陽新幹線各駅では、
開業当時の懐かしの写真のパネル展の実施等で 50 周年を盛り上げます。
○ トクトクきっぷの発売（別紙１）
往復の新幹線と観光施設入場券、周遊区間内で指定する交通機関がセットになった岡山・倉敷の
ご旅行に大変便利な「岡山・倉敷ぐるりんパス」（大阪市内発着/こだま号・ひかり号利用）を
さらにおトクな価格で発売します。（発売期間・発売席数に限りがあります）
○ 記念旅行商品の発売（別紙２）
主な旅行会社で「山陽新幹線岡山開業 50 周年記念」特別旅行商品を発売します。
西日本・九州各エリアから岡山へ、岡山から各地へそれぞれ設定します。また、特別企画として
「博多総合車両所 岡山支所」企画ツアー、「特別駅プランの設定」、「関西発台数限定 ホテル
グランヴィア岡山宿泊利用でレンタカー１暦日５０円プラン（日本旅行のプランお申し込みの方
限定）」の他、岡山を代表する観光施設である「後楽園」「大原美術館」での企画ツアーを発売
予定です。
この機会にぜひご利用ください。

○ 山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念入場券の発売（別紙３）
新神戸・西明石・姫路・相生・岡山の山陽新幹線各駅で記念入場券を発売します。
限定 3,000 セットを専用の台紙とセットでの発売となります。
○ ハローキティと楽しく巡ろう！
山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念スタンプラリーwith ハローキティ新幹線（別紙４）
新神戸～岡山間の計 5 駅とハローキティ新幹線 1 号車にて、デジタルスタンプをスマホで GET！
スタンプを集めると素敵なプレゼントがもらえるデジタルスタンプラリーを開催します。
○ 記念グッズ・商品の限定販売（別紙５）
記念グッズや特製駅弁など限定商品を随時販売してまいります。
○ その他の取り組み（別紙６）
新幹線車内でのおもてなしや取り組みにご賛同いただいた企業様とのタイアップ企画なども予定
しています。
○ 「50 周年記念特典」について（別紙７）
「岡山・倉敷ぐるりんパス」や「山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念特別旅行商品」など対象の商品
をご購入のお客様向けに、岡山の観光施設や飲食店などで様々な割引やサービスを受けられる
「50 周年記念特典」をご用意しています。
※「50 周年記念特典」の詳細は別紙７をご参照ください。
キャンペーン期間中、特設サイトなどで詳しい情報を随時お知らせいたします。
（参考：山陽新幹線の歴史）
1972 年 3 月 15 日
1975 年 3 月 10 日
1985 年 10 月 1 日
1993 年 3 月 18 日
1997 年 3 月 22 日
1999 年 3 月 13 日
2000 年 3 月 11 日
2007 年 7 月 01 日
2011 年 3 月 12 日

山陽新幹線新大阪～岡山間開業
山陽新幹線全線開業
100 系が営業運転を開始
山陽新幹線に「のぞみ」デビュー
新大阪～博多間で 500 系「のぞみ」が営業運転開始
東京～博多間で 700 系「のぞみ」が営業運転開始
新大阪～博多間で 700 系「ひかりレールスター」が営業運転開始
東海道・山陽新幹線「のぞみ」に新型車両「N700 系」を投入
山陽・九州新幹線直通列車「みずほ」「さくら」がデビュー

別紙１

○トクトクきっぷの発売
■山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念キャンペーン限定 岡山・倉敷ぐるりんパス
発地から岡山・倉敷自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席と、岡山後楽園・大原美
術館などの観光施設（14 施設）の入場券、レンタサイクル、自由周遊区間内のＪＲ線（快
速・普通列車の普通車自由席）、指定する路面電車・バスが３日間乗り放題になった、岡
山・倉敷エリアの観光に便利でおトクなきっぷです。このたび、山陽新幹線岡山開業 50 周
年キャンペーン記念商品としまして、1972 年開業区間（新大阪～岡山）に因み、「岡山・
倉敷ぐるりんパス」（大阪市内発着）を特別価格で発売いたします。
・発売期間：2022 年４月 13 日（水）～2022 年９月 29 日（木）
※ご利用の１ヶ月前から前日まで
・利用期間：2022 年５月 13 日（金）～2022 年 10 月２日（日）の連続する３日間
※2022 年９月 30 日ご利用開始分まで発売
・おねだん（１名様あたり）
大阪市内発着
おとな 9,900 円、こども 4,950 円
※２名様以上からご利用いただけます。
※期間限定・席数限定・列車限定（こだま号・ひかり号）です。
※ＪＲ西日本ネット予約サービス「e5489」で発売いたします。事前に J-WEST ネット会
員登録（無料）が必要です。
発売条件やご利用条件等、詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」でご確認くだ
さい。（３月 15 日公開予定）
【自由周遊区間】

【観光施設の一例：大原美術館】

写真提供：岡山県観光連盟

「山陽新幹線 岡山開業 50 周年キャンペーン限定 岡山・倉敷ぐるりんパス」
「岡山・倉敷ぐ
るりんパス」を購入されたお客様に、岡山の観光施設や飲食店などで様々な割引やサービス
を受けられる「50 周年記念特典」をご用意しております。
「50 周年記念特典」の詳細につい
ては、別紙７をご参照ください。

別紙２

○記念旅行商品の発売
①「博多総合車両所 岡山支所」企画ツアーの実施
岡山にある新幹線車両所を見学いただけるツアーを実施予定です。
詳細は決まり次第お知らせいたしますが、特別なツアー内容を検討中です。
・実施時期：６月中旬頃予定
・ツアー出発地：新大阪駅出発を予定
・主催：日本旅行
②特別価格の旅行商品を随時ご提供
ＪＲと宿泊がセットになったお得な個人旅行プラン、旅行会社おススメの観光地を添乗
員とともに巡る団体旅行プランを、それぞれ主な旅行会社で発売します。
目印は「山陽新幹線岡山開業５０周年ロゴ」です。ロゴを見かけたらお得な旅行商品の
印！お見逃しなく！
・設定期間：2022 年４月～６月
・設定エリア：関西発、北陸発、九州発～岡山エリア
岡山発～関西エリア
③「後楽園」「大原美術館」企画ツアーの実施
岡山を代表する観光施設において、それぞれ特別な企画を実施予定です。
詳細は決まり次第お知らせします。
・実施時期：６月以降
④台数限定！特別プランご利用でレンタカー１暦日５０円！
日本旅行のプランをお申込の方限定、ホテルグランヴィア岡山宿泊利用の関西発ＪＲ付
専用プランをご利用で、レンタカーを１暦日５０円でご利用いただけるとっても嬉しい
特別プランを設定いたします。気軽に岡山をご満喫ください！
・設定期間：2022 年４月～６月
・設定台数：各月５０暦日分限定
※１旅行あたり最大２暦日までご利用可能
⑤ＪＲ西日本×日本旅行共同企画「駅長おすすめ駅プラン」
日帰りの往復ＪＲ券と、岡山駅直結の「ホテルグランヴィア岡山」でのランチがセット
になったＪＲ西日本×日本旅行共同企画「駅長おすすめ駅プラン」を３月 18 日（予定）
から発売します。
・利用期間：2022 年４月１日（金）～2022 年６月 30 日（木）
※ご利用は、有効期間開始日の当日に限ります。
※詳細な内容は、ＪＲ西日本 WEB サイト「おでかけネット（駅プラン）」、日本旅行の
下記ホームページをご確認ください。（３月中旬頃 UP 予定）
URL：https://www.nta.co.jp/kokunai/special/higaeri/jr/ekicho/
【デジタルパンフレット】
URL:https://digitalpamph.nta.co.jp/zip0050/book/

⑥その他
対象の旅行商品をご購入のお客様向けに岡山の観光施設や飲食店などで様々な割引や
サービスを受けられる「50 周年記念特典」をご用意します。
「50 周年記念特典」の詳細
については、別紙７をご参照ください。

別紙３

○山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念入場券の発売
JR 近畿統括本部・岡山支社では、1972 年３月に山陽新幹線が岡山駅まで開業してから 50
周年を迎えることを記念し、新神戸駅～岡山駅間の新幹線停車駅５駅の入場券とオリジナ
ル台紙をセットにした記念入場券セットを数量限定で発売します。この機会にしかご購入
いただけない貴重な記念入場券セットです。
是非、お買い求めください。
１．商品概要
(1) 発売期間
2022 年３月 15 日（火）～2022 年６月 30 日（木）

本

150円

2022.12.31までの間に１回限り有効

小

見

神
戸

山陽新幹線岡山開業50周年記念入場券
入

相 生 駅
料 金

本

相

150円

2022.12.31までの間に１回限り有効

小

生

西

見

山陽新幹線岡山開業50周年記念入場券
入

西 明 石 駅
料 金

本

西

130円

2022.12.31までの間に１回限り有効

小

見

明
石

２０２２.－３.１５．

料 金

新

２０２２.－３.１５．

新 神 戸 駅

西

２０２２.－３.１５．

２０２２.－３.１５．

入

山陽新幹線岡山開業50周年記念入場券
入

岡 山 駅
料 金

本

岡

150円

2022.12.31までの間に１回限り有効

小

山

西

見

山陽新幹線岡山開業50周年記念入場券
入

姫 路 駅
料 金

本

姫

150円

2022.12.31までの間に１回限り有効

見

旅客車内に立ち入ることは
できません。

小

路

券番

西

見

山陽新幹線岡山開業50周年記念入場券

券番

西

２０２２.－３.１５．

※商品が売り切れ次第、発売終了
(2) ご利用期間（乗車券の有効期間）
2022 年 12 月 31 日（土）まで ※１回限り有効
(3) セット内容 ※現時点でのイメージです
・きっぷの内容
山陽新幹線新神戸駅～岡山駅間の入場券（５駅）：Ｂ型硬券（25mm×57.5mm）
新神戸駅、西明石駅、姫路駅、相生駅、岡山駅

本

・オリジナル台紙：上記の入場券をセットできる専用の台紙
山陽新幹線の 50 年の歩みや今まで運行していた列車、また開業の頃と現在の各駅の
様子の画像、年表を掲載したほか、QR コードを読み込めば山陽新幹線岡山開業時の出
発式の様子を動画で楽しめるような仕組みになっています。

(4) 発売価格
１セット 1,200 円（税込）
(5) 発売数量
3,000 セット限定
２．発売方法
(1) 発売箇所
新神戸駅、西明石駅、姫路駅、相生駅、岡山駅の「みどりの窓口」にて発売いたしま
す。
（2022 年３月 15 日（火）午前 10:00 から発売いたします。
なお、新神戸駅、西明石駅、姫路駅、相生駅では、2022 年３月 15 日（火）午前 9:00
から整理券を配付いたします。）
※ネット予約、電話予約、郵送等では販売いたしません。これを機会に山陽新幹線で
おでかけください。
※購入に際して「みどりの窓口」が混雑した場合は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、お並びいただく列等を係員が誘導させていただくことがあります。
予めご容赦ください。
(2) その他
・きっぷとオリジナル台紙のセットでの販売となりますので、きっぷのバラ売り等は致
しません。
・ご購入はお一人様 10 セットまでとさせていただきます。
・券番を指定してのお申込みはお受けできません 。
・発売後の払いもどしには応じかねます。

別紙４

○ ハローキティと楽しく巡ろう！
山陽新幹線 岡山開業 50 周年記念スタンプラリー
with ハローキティ新幹線
１．実施内容
新神戸～岡山間の計５駅とハローキティ新幹線 1 号車
にて、デジタルスタンプをスマホで GET！スタンプを集めると、素敵なプレゼントが
もらえるデジタルスタンプラリーを開催します。
２．実施期間
第１弾 2022 年３月 15 日（火）～６月 15 日（水）
※第２弾は、７月から始まる岡山デスティネーションキャンペーンにあわせて実施予定
です。詳細は別途お知らせいたします。
３．景品
・スタンプ 1 個：デジタルプレミアムプレゼント（スマホ壁紙など）
・スタンプ 3 個以上：オリジナルキティグッズや 50 周年グッズなどを抽選でプレゼント
※スタンプの数に応じて、応募口数が増えてチャンスが広がる！

詳細は、特設ページ URL をご確認ください。
https://www.jr-odekake.net/railroad/sanyo_shinkansen_okayama_50th/digitalstamprally/

別紙５

○記念グッズ・商品の限定販売
１．記念グッズの販売 (ジェイアール西日本商事(株))
山陽新幹線岡山開業 50 周年を記念したグッズを 6 種発売いたします。
キャンペーン期間限定のためぜひこの機会にお求めください。
（1）発売開始日

2022 年３月 15 日（火）

（2）販売箇所
おみやげ街道さんすて岡山、おみやげ街道桃太郎（新幹線改札内）
京都鉄道博物館、通販サイト「トレインボックス」など
※店舗によって、取扱商品が異なります。
※詳細はトレインボックス HP https://www.trainbox.jp でお知らせいたします。
（商品イメージ）
消しゴム 3 個セット
495 円(税込)

A4 クリアファイル

アクリルスマホスタンド
1,980 円(税込)

407 円(税込)

275 円(税込)

表面

フェイスタオル
1,430 円(税込)

A4 おえかきノート(自由帳)

裏面

表面

裏面

バスタオル（受注生産）
3,630 円(税込)
※通信販売「トレインボックス」限定

ｻｲｽﾞ 34×85ｃｍ

ｻｲｽﾞ 60×120ｃｍ
※お届けまで注文後 3 週間程度かかります

２．記念駅弁の販売
(1) 山陽新幹線岡山開業 50 周年記念 500 系新幹線弁当（㈱淡路屋）

・発売開始日

2022 年３月 10 日（木）

・価格
1,500 円（税込）
・商品内容
山陽新幹線岡山開業 50 周年を記念したオリジナル 500 系新幹線弁当。陶器の器を
使用し、中身は沿線各駅の名物料理を盛りつけた豪華なお弁当です。
※おまけに陶器の器に貼り付けられるキャンペーンロゴシールが付きます。
・販売箇所 新神戸駅、神戸駅、西明石駅などの淡路屋売店、一部の旅弁当など
(2) 新神戸駅開業 50 周年記念弁当（㈱淡路屋）

・発売開始日 2022 年３月 10 日（木）
・価格
1,800 円（税込）
・商品内容
蓋に記念印刷を施したプラスチック製御重の中に、御祝いのちらし寿司と、淡路屋
人気商品 4 品（ひっぱりだこ飯・神戸中華焼売弁当・神戸名物すきやき弁当・六甲
山縦走弁当）のおかずを盛り付けました。
・販売箇所 新神戸駅

(3)岡山の人気駅弁ここに集結！「こがーなえーもん ぎょーさん岡山弁当」
（㈱三好野本店）

・発売開始日

2022 年３月 15 日（火）

・価格
1,500 円（税込）
・商品内容
山陽新幹線岡山開業 50 周年を記念した岡山駅限定駅弁。三好野本店が岡山駅で販売
している駅弁の中から、特に人気の 8 品、それぞれの逸品を集めて盛り込んだスペシ
ャル弁当です。
祭ずし、栗おこわ、岡山県産豚・鶏、穴子、作州黒豆、鰆の西京焼きなど「こが～な
え～もん ぎょ～さん（こんなにいいものがたくさん）」入った贅沢な駅弁に仕上げ
ました。
・販売箇所 岡山駅 おみやげ街道、岡山駅弁
３．地元企業様と連携した限定商品の販売
地元企業様と連携した岡山開業 50 周年を記念した限定商品を発売します。
（1）新商品「せとうちフルーツパレット」
せとうち 7 種の果実のフルーツコラーゲンゼリー（果実工房）
・発売開始日 2022 年３月 15 日（火）
・価格
1,080 円（税込）
・商品内容
瀬戸内に隣接する県産の 7 つの果実を集めた色鮮
やかなゼリーをパレットに見立てて詰め合わせま
した。まるで果物を食べているかのような瑞々し
い味わいをお楽しみください。1 本あたり 400mg の
コラーゲン入りスティックゼリー。当社の“せとう
ちパレットプロジェクト”ともコラボした新商品です。
・販売箇所 岡山駅 おみやげ街道

(2) 新幹線 0 系パッケージ・瀬戸内レモンかまぼこ
／“復刻”懐かしの うす板蒲鉾 （㈱長谷井商店）
・発売開始日 2022 年３月 15 日（火）
・商品内容
① 瀬戸内レモンかまぼこ 価格 464 円（税込）
爽やかな酸味のレモンと磯の香りを感じる伝統のすり身を
合わせた、昭和４年創業の老舗がおくる新しい味わいのかま
ぼこです。和洋酒のおつまみやオリーブオイルをかけておかずの一品、ちょっとし
た手土産にも喜んでいただけます。※本商品は「おかやま果実」認定商品です
②うす板蒲鉾
価格 540 円（税込）
創業者が開発した「はせいのかまぼこ」の原点になる商品を、復刻版として期間限
定で復活販売いたします。
・販売箇所 岡山駅 おみやげ街道
（3）山陽新幹線岡山開業 50 周年地酒・地ビール（宮下酒造㈱）
・発売開始日 2022 年３月 15 日（火）
・商品内容
① 雄町純米酒 [300ml]
価格 605 円（税込）
雄町米を 100％使用し、芳醇でフルーティな香りの中に舌に伝
わる滑らかな味わいを実現しました。
② 独歩ピルスナービール[330ml] 価格 478 円（税込）
生きた酵母の入っているホップの爽快な香味を持ち、苦味の効
いた淡黄金色のビールです。
・販売箇所 岡山駅 おみやげ街道
（4）おかやまハレロールケーキ （㈱ホテルグランヴィア岡山）
・発売開始日 2022 年５月１日（日）
・価格
3,000 円（税込）
・商品内容
新幹線型紙ボックス＋おまけ付き
・販売箇所 ホテルグランヴィア岡山
(5) 新幹線 50 周年カプチーノ（㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ岡山）
・発売開始日 2022 年３月 21 日（月・祝）
・価格
550 円(税込)
・商品内容
蒸気で泡立てたミルクと、イタリアエスプレッソ協会認証の豆を使って抽出したエスプ
レッソを注いで作った、山陽新幹線岡山開業 50 周年特別オリジナルカプチーノ。
・販売箇所 バールデルソーレさんすて岡山店

４．山陽新幹線岡山開業 50 周年記念シールのプレゼントについて
・岡山駅限定で、山陽新幹線岡山開業 50 周年記念商品【キャンペーンマーク付き商品
：写真①】をご購入の皆さまに特別限定シール【全 10 種類：写真②】を 1 枚プレゼ
ントします。
なお、特別限定シールの配布は、数に限りがございますので、なくなり次第終了します。

（写真①キャンペーンマーク）

（写真②特別限定シール）

その他、詳細が決まり次第、随時特設サイトにてお知らせいたします。

別紙６

○その他の取り組み
１．新幹線車内でのおもてなし
（1）車内でホットコーヒーを割引販売
車内販売でホットコーヒー以外の商品を１点ご購入のお客様にホットコーヒー(レ
ギュラー)【通常:税込 320 円】を 1 杯 50 円で販売します。
・期間：３月 15 日(火)～３月 21 日（月・祝）
・列車：山陽新幹線区間の「のぞみ」（一部の列車は対象外）
※その他の割引との併用はできません。
※１点につき１杯の割引です。
※ホットコーヒー（ラージ）、アイスコーヒーは割引対象外です。
※車内の混雑状況、列車により、車内販売にお伺いできない号車があります。
(2)山陽新幹線車内販売「岡山フェア」の実施
岡山に縁のある商品の中から厳選したものを車内で特別に販売します。
・期間：４月下旬～６月下旬（予定）
・列車：山陽新幹線区間の「のぞみ」（一部の列車は対象外）
・商品：「恋するジャージーPremium 今井農園のおかやま清水白桃（ジェラート）」
「おかやまロール（菓子）」「三光ひのくち（日本酒）」
「キルトミニトート（Betty Smith）」
※車内の混雑状況、列車により、車内販売にお伺いできない号車があります。
※商品に限りがあります。ご購入いただけない場合がありますのでご了承ください。
※期間は予定です。変更になる場合があります。
２．地元企業様との連携
地元企業様とコラボした企画を実施予定です。
詳細が決まり次第、特設サイトにてお知らせいたします。

別紙７

山陽新幹線 岡山開業50周年記念キャンペーン
「50周年記念特典」一覧

特典のご利用方法：対象商品の「かえり」のきっぷを下記施設でご呈示いただくと特典を受けられます。
特典のご利用期間：2022年３月15日～12月31日
※岡山・倉敷ぐるりんパス（山陽新幹線岡山開業50周年記念キャンペーン企画商品含む）は、2022年5月13日から9月30日ご利用
開始分までのお客様が対象です。

新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間、特典の内容が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。
2022年3月現在の情報です。
県

施設名

特典内容

公式HP

アクセス

特記事項

大原美術館

大原美術館ミュージアムショップ
本店で1,100円（税込）以上お買い上げの方に JR倉敷駅南口より徒歩約15分
絵葉書プレゼント

https://www.ohara.or.jp/

絵葉書の柄は選べません。

岡山

三井アウトレットパーク 倉敷

①5,000円（税込）以上のお会計ごとに１枚ご
利用いただけるお買物券500円分を２枚プレゼン
ト。
②管内約40店舗でご利用いただけるMOP倉敷限 JR倉敷駅北口より徒歩約３分
定の「スペシャルクーポン」をプレゼント。
③美観地区の連携店舗でご利用いただけるクーポ
ン冊子「倉敷めぐり」をプレゼント。

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kurashiki/

・お引き換えは営業時間内に限ります。
・「1F 総合案内所」にてお受け取りください。
・営業時間は施設ホームページにてご確認くださ
い。

岡山

GOHOBI 倉敷美観地区店

税込3,000円以上お買い上げの方へフルーツコ
ラーゲンゼリー5本入（360円）プレゼント

https://www.kajitsukobo.co.jp/

臨時休業する場合がございます。

岡山

アウトレットショップで5,000円以上お買い上げのお JR児島駅よりタクシー約10分,JR児島
ベティスミス ジーンズミュージアム＆ヴィレッ
https://betty.co.jp/village/
客様に、オリジナルストラップキーホルダーづくり体験 駅よりジーンズバス及びふれあい号約
ジ
付き
25分

岡山

津山まなびの鉄道館

入館料割引 大人310円⇒240円（高校生以
上）

JR津山駅より徒歩約10分

http://www.tsuyamakan.jp/manabi/index.html

岡山

津山城（鶴山公園）

入園料割引 大人310円⇒240円（高校生以
上）

JR津山駅より徒歩約10分

http://www.tsuyamakan.jp/

岡山

備前焼伝統産業会館

２階での備前焼が１割引

ＪＲ伊部駅より徒歩約１分

https://touyuukai.jp

岡山

特別史跡旧閑谷学校

入場料の20％割引
（大人320円/小中学生80円/65歳以上200
円）

JR吉永駅から備前市営バス約12分

http://shizutani.jp/

岡山

道の駅レストセンター あわくらんど

お土産品10％引き

智頭急行線あわくら温泉駅より徒歩約
https://awakura-gr.com/
15分

岡山

ヒルゼン高原センター

ジンギスカン100円引き

JR根雨駅よりタクシーで約20分
蒜山ICより車で約3分

http://www.hkcenter.co.jp

岡山

GOHOBI さんすて岡山店

税込3,000円以上お買い上げの方へフルーツコ
ラーゲンゼリー5本入（360円）プレゼント

JR岡山駅さんすて岡山南館2階

https://www.kajitsukobo.co.jp/

岡山

焼肉ライク

お食事代から５％OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

讃岐の男うどん

温玉またはちくわ天1個サービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

JR倉敷駅南口より徒歩約15分

ライトアップ時の割引はありません。

対象外の品があります。

うどん又は丼をご注文のお客様が対象です。

別紙７

山陽新幹線 岡山開業50周年記念キャンペーン
「50周年記念特典」一覧

特典のご利用方法：対象商品の「かえり」のきっぷを下記施設でご呈示いただくと特典を受けられます。
特典のご利用期間：2022年３月15日～12月31日
※岡山・倉敷ぐるりんパス（山陽新幹線岡山開業50周年記念キャンペーン企画商品含む）は、2022年5月13日から9月30日ご利用
開始分までのお客様が対象です。

新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間、特典の内容が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。
2022年3月現在の情報です。
県

施設名

特典内容

アクセス

公式HP

岡山

牛カツ京都勝牛

お食事代から５％OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

からふね屋CAFÉ

コーヒー（ホット/アイス）サービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

麺屋 匠

ギョーザ１皿無料

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south2f/

岡山

バール・デルソーレ

エスプレッソコーヒーサービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south3f/

岡山

築地食堂源ちゃん

お食事代から10%OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south4f/

岡山

だし茶漬け えん

テイクアウトだし茶漬け50円引

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south5f/

岡山

とんかつ新宿さぼてん さんすて岡山店

店内飲食 税込1,000円以上でひとくちビールまた
JR岡山駅さんすて岡山 南館2階
はソフトドリンク提供

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south2f/

特記事項

店内飲食及びその他商品は対象外です。

別紙７

山陽新幹線 岡山開業50周年記念キャンペーン
「50周年記念特典」一覧

特典のご利用方法：対象商品の「かえり」のきっぷを下記施設でご呈示いただくと特典を受けられます。
特典のご利用期間：2022年３月15日～12月31日
※岡山・倉敷ぐるりんパス（山陽新幹線岡山開業50周年記念キャンペーン企画商品含む）は、2022年5月13日から9月30日ご利用
開始分までのお客様が対象です。

新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間、特典の内容が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。
2022年3月現在の情報です。

◎JRグループ協定旅館ホテル連盟 岡山支部 加盟施設特典
岡山

魚美味倶楽部 美晴

夕食時に生ビール（中）１杯サービス

JR日生駅から徒歩約７分

https://www.miharuryokan.jp/

宿泊のお客様に限ります。

岡山

ホテルグランヴィア岡山

ホテル内レストランご飲食料金10％割引

JR岡山駅直結（徒歩３分）

https://www.granvia-oka.co.jp/

・その他割引券との併用はできません。
・一部、割引対象外のメニュー有（飲み放題メ
ニュー等）

岡山

岡山プラザホテル

宿泊のご予約で、アーリーチェックイン13:00/レイト
JR西川原駅から徒歩約10分
チェックアウト12:00

https://www.oplaza-h.co.jp/

日本三名園 岡山後楽園より徒歩5分の立地に
あります。

岡山

湯迫温泉 白雲閣

酒1本またはウーロン茶1本サービス

JR高島駅からタクシー約７分

http://www.hakuunkaku.net

大人の方に限ります。

岡山

倉敷シーサイドホテル

ウェルカムドリンクサービス（ビール・ソフトドリンク）

JR児島駅からタクシー約10分

http://www.kurashiki-seaside.co.jp/

15:00～21:00のみ利用可能です。

岡山

鷲羽山下電ホテル

ご夕食時、お銚子またはソフトドリンク1杯サービス

JR児島駅からタクシー約12分

http://shimoden.bonvoyage.co.jp/

岡山

WASHU BLUE RESORT風籠

夕食時デザートプレートプレゼント

JR児島駅から送迎バス約12分

https://kasago.jp

有料のお客様に限ります。

岡山

鷲羽グランドホテル 備前屋甲子

貸切露天風呂50分2,500円→1,250円

JR児島駅から送迎バス約20分

http://www.bizenya-koshi.com/

・送迎バス：14:30～18:00の間
・宿泊のお客様に限ります。

岡山

湯郷グランドホテル

ウェルカムドリンク（コーヒー券）サービス

JR林野駅からタクシー約5分

http://www.yunogo.co.jp/

事前のご連絡で送迎有り。

岡山

清次郎の湯 ゆのごう館

湯郷オリジナルフェイスパックプレゼント

JR林野駅から送迎バス約6分

http://ｗｗｗ.yunogokan.co.jp

送迎有り。

岡山

ゆのごう美春閣

夕食時、ビール・酒・ソフトドリンク1杯サービス

JR林野駅から送迎バス約10分

http://yunogo.bonvoyage.co.jp/

個人型のお客様に限ります。

広島

尾道国際ホテル

館内利用券500円分進呈

JR尾道駅からタクシー約4分

https://www.kokusai-hotel.com/kokusai/

売店、レストランで利用可能です。

