
 
 

 

 

２０２２年５月１９日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

「岡山デスティネーションキャンペーン」にあわせたＪＲ岡山支社グループ特別企画 

「おか鉄フェス 2022」の開催について（第一弾） 
～今年はぜひ「鉄道の聖地」岡山・備後へ～ 

 
 
 

ＪＲ岡山支社では、７月～９月にかけて岡山県等と連携して開催する「岡山デスティネーショ

ンキャンペーン（以下、「岡山ＤＣ」）」にあわせ、新たな観光列車のデビューのほか、リバイバル

団体臨時列車の運行、各地区での鉄道体験イベントの開催など様々な企画をご用意し、これらを

「おか鉄フェス 2022」と銘打ち展開してまいります。 

  今年は「鉄道開業 150年」でもあり、加えて岡山においては「山陽新幹線岡山開業 50周年」

や「特急やくも伯備線運行開始 50 周年」など非常にメモリアルな年です。これを機会に、お客

様に広く鉄道の旅の魅力を再発見いただくとともに、全国の鉄道ファンの皆さまに「岡山・備後

に出かけてみよう」というきっかけとなるよう取り組んでまいります。 

 

 

○ タイトル・ロゴ 

   「おか鉄フェス 2022」 

    

 

 

 

 

 

 

 

○ 開催期間 

  2022年７月１日（金）から 12月下旬まで 

   「岡山ＤＣ開催期間」（７月１日から９月 30日）を中心に、年末にかけて開催 

  

  

【おか鉄フェスとは】 

国鉄時代には岡山鉄道管理局が置かれた交通の要衝・岡山では、これま

で多種多様な列車が走り、多くのお客様にとってのご移動の舞台として

長らく親しまれてきました。 

 

本年は岡山ＤＣを開催することに加え、様々なメモリアルイヤーである

ことから、これまでご利用いただいたお客様に感謝の気持ちを込め、 

特別な列車の運行からイベントの開催まで、鉄道を存分に楽しんでいた

だけるコンテンツを多数ご用意しました。 



○  企画内容 

１  観光・イベント列車の運行  

  （１）「SAKU 美 SAKU 楽」 

    

 

 

 

 

 

 

 

津山線（岡山～津山駅間）に新たな観光列車「SAKU 美 SAKU 楽（さくびさくら）」

を岡山ＤＣ開幕日の７月１日(金)から運行します。岡山県北エリアへの観光にぜひ

ご利用ください。 

金・土・日曜日は臨時列車として１両で、月曜日は定期列車（快速ことぶき）に

連結して津山線（岡山～津山駅間）をそれぞれ１日２往復ずつ運行します。 

「SAKU 美 SAKU 楽」は、車内サービスときっぷをセットにした商品として、せと

うち観光ナビ「setowa」や、主な旅行会社で販売します（車内サービスについては、

ご乗車のお客様すべてに、特製弁当またはスイーツと、途中停車駅でのお土産品な

どを提供します）。 

この度、詳細な販売方法が決定しましたので、別紙１をご覧ください。 

 

  （２）～国鉄型車両の聖地 岡山～ 国鉄型車両を活用したリバイバル団体臨時列車 

岡山・備後エリアは、国鉄型の車両が今でも現役で運行する、全国でも希少な 

エリアです。こうした強みを生かして、かつて運行していた列車をイメージした

団体臨時列車の運行を予定しています。 

ア 急行「砂丘」 

      かつて岡山～津山～鳥取駅間で運行し

ていた急行「砂丘」をイメージした列車 

       ●今回の運行区間：岡山～智頭駅間 

イ 急行「鷲羽」 

      かつて大阪～岡山～宇野駅間で運行し

ていた急行「鷲羽」をイメージした列車 

      ●今回の運行区間：姫路～宇野駅間 

※運行概要・販売方法・価格などの詳細については、決まり次第お知らせします。 

   

（３）～国鉄型車両の聖地 岡山～  みまさかスローライフ列車 

    2019 年 11 月まで毎年春・秋に運行していた、キハ 40･47 系ノスタルジー車両を

使用した「みまさかスローライフ列車」を、約３年ぶりに運行します。岡山ＤＣ開

幕日にあたる 2022 年７月１日(金)は、因美線の全線開通から 90 年となり、今回は

特別に、７月 23 日（土）と 24 日（日）の２日間に、因美線の津山～那岐駅間にて

運行します。詳細は別紙２をご覧ください。 

温泉・おもてなしがもたらす癒しや、岡山県

北エリアに名所として点在する桜をイメー

ジした「淡いピンク色」の車体に、風に運ば

れた四季折々の花びらをデザインしました。

花びらが旅人を包み込み、沿線の町や人、観

光スポットを華やかにするイメージです。 

急行「砂丘」 

提供：京都鉄道博物館 

急行「鷲羽」 



 

（４）～国鉄型車両の聖地 岡山～ 381 系国鉄色化リバイバル編成の運行 

2022 年３月 19 日(土)より、特急「やくも」で使用してい

る 381 系１編成の塗装を、懐かしい国鉄色に変更して運行

しています。対象となる列車は特急やくも８・９・24・25 号

です。 

 

  （５）「La Malle de Bois」 岡山ＤＣ特別運行 

岡山ＤＣを記念し、2022 年８月 27日（土）に岡山～尾道駅間で「La Malle de Bois」

を夕刻に運行することで、普段の「La Malle de Bois」とは違う瀬戸内の夕景や、夜の列

車の雰囲気を味わっていただけます。車内ではその魅

力を堪能いただける特別なおもてなしをご用意しま

す。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

  （６）「WEST EXPRESS 銀河」岡山ＤＣ特別運行 

岡山ＤＣを記念し、長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」を京

阪神から岡山エリアにむけ運行します。停車駅でのおもてなしに

加え、岡山エリアでの観光もセットになった特別プランです。詳

細は決まり次第お知らせします。 

 

  （７）「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」岡山ＤＣ特別運行“瑞風デイトリップ” 

2022 年７月２日(土)に京都～新見駅間で、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」を日中時間

帯のみご乗車いただく“瑞風デイトリップ”として運行します。 

運行日時：７月２日（土） 京都駅発 10:22～新見駅着 16:18 

※なお、本企画の商品は発売終了しております。 

 

※記載の列車以外にも、特別な団体臨時列車の運行を予定しています。詳細は決ま 

り次第お知らせします。 

 

  



２  各地区での鉄道体験イベント「おか鉄！ザ・鉄道体験」 

   普段は入ることの出来ない車両基地や駅のバックヤードなどでレアな体験が楽し

めるイベントを「おか鉄！ザ・鉄道体験」シリーズとして、津山エリアを皮切りに、

期間中岡山・備後エリア内各地で開催します。 

   

  ●新観光列車「SAKU 美 SAKU 楽」で行く！おか鉄！ザ・鉄道体験 in 津山  

～車両移動機による保存車両の庫
くら

出し見学、シミュレータ体験等～ 

津山地区でのイベントについては、岡山

駅から観光列車「SAKU 美 SAKU 楽」で行くツ

アー商品として設定・発売します。詳細は、

別紙３をご覧ください。 

その他、和気、岡山、新見、福山、糸崎

エリアにおいても様々な内容の鉄道体験イベントを計画中です。詳細は決まり次第

お知らせします。 

 

 

３ その他の企画 

（１）デジタルスタンプラリー 

３月から開催中の「山陽新幹線 岡山開業 50周年記念デジタルス

タンプラリーwith ハローキティ新幹線」の第２弾、ＤＣ特別企画

として、岡山・備後エリアの駅や観光スポットをめぐるスタンプラ

リーを計画しています。「おか鉄フェス 2022」各企画のご利用とあ

わせてお楽しみください。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

  （２）駅スタンプ復活 

    宇野みなと線の終点・宇野駅の駅スタンプを以下のとおり期間限定で設置します。旅の

記念にぜひご利用ください。 

期  間：2022 年７月１日(金)～９月 30 日(金) 

場  所：玉野観光案内所（宇野駅構内） 

設置時間：・通常              …９:00～17:00 

・瀬戸内国際芸術祭（夏会期）期間中   

[８月５日(金)～９月４日(日)]  …８:00～19:00 

       

 

  （３）津山まなびの鉄道館でのイベント 

現存するものとして国内２番目の規模である旧津山扇形機関車庫(近代化産業遺産、鉄道

記念物等に指定)が残る「津山まなびの鉄道館」。ＤＣ期間中、この鉄道遺産の魅力をより

一層知っていただくためのイベントを、津山市と連携し開催します。詳細は決まり次第お

知らせします。 

  



 

  （４）鉄道物品等の販売イベント 

実際に使用していた様々な鉄道関連物品のネットオークションや現地販売を行うイベン

トを計画しています。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

 

４ 特設ページの開設 

「おか鉄フェス 2022」の主な企画をご確認いた

だける特設ページを、ＪＲ岡山支社ふるさとおこ

しプロジェクト公式ＨＰ内に開設します。準備出

来次第「おか鉄フェス 2022」に関する情報を順次

更新してまいります。 

https://jr-furusato.jp/train/okatetsu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の 8 番、11 番、17 番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

https://jr-furusato.jp/train/okatetsu/


別紙１ 

～ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽の販売方法について～ 
 

１ 販売方法について 

特製弁当またはスイーツ等のお食事や途中停車駅でのお土産品をはじめとした車内サービスときっぷをセッ

トにして、せとうち観光ナビ「setowa」や、全国の主な旅行会社で販売します。車内サービスで提供するお弁

当やお土産品は、列車により異なります。（みどりの窓口、みどりの券売機、e5489等では販売いたしませ

ん。） 

 

（１）車内サービス・おもてなし内容（提供品） 

  車内アテンダントが、沿線の案内や列車の旅をサポートします。ご乗車のお客様には、特製弁当またはス

イーツと、途中停車駅で沿線のお土産を提供し、地元の魅力をお届けします。 

 

＜販売価格に含まれるもの＞運賃、指定席料金、提供品（下表「提供品」欄の番号と同じ）  ※詳細別添 

特製弁当・スイーツ 沿線のお土産品 

①ホテルグランヴィア岡山監修特製弁当 

  岡山美作かえし寿司 

④福の町たけべ「福の袋」 

～福渡のいいもの詰め合わせ～ 

②岡山のスイーツセット 

  フルーツタルトと季節のプリンアラモード 

⑤プチゆずミルクセーキ 

 

③寺田シェフ監修特製弁当 

  岡山県北イロドリちらし 

⑥アイデア料理研究家makoさん監修スイーツ 

    

（２）「setowa」での販売価格(片道） 

   【岡山発】岡山→津山 

 列車 岡山 発 津山 着 おとな こども 提供品 

金・土・日曜日 ２号 10:50 12:22 6,000円 5,140円 ①④ 

臨時列車（1両編成） ４号 14:33 15:51 
5,200円 4,340円 ②④ 

月曜日 ２号 9:47 10:59 

定期列車に連結 ４号 13:05 14:14 6,000円 5,140円 ①④ 

 

【津山発】津山→岡山 

 列車 津山 発 岡山 着 おとな こども 提供品 

金・土・日曜日 １号 12:52 14:12 

6,000円 5,140円 

③⑤⑥ 

臨時列車（1両編成） ３号 16:21 18:17 

③④ 月曜日 １号 11:40 12:50 

定期列車に連結 ３号 15:53 17:02 

※岡山・津山以外の駅では乗降できません 

 

（３）発売期間 

運行日の１カ月前の10時から７日前まで 

 

（４）発売窓口 

せとうち観光ナビ「setowa」または全国の主な旅行会社  

   ※７月１日の２号は、旅行会社のみで発売します。 

    この他、旅行会社のみでの発売等、「setowa」で発売しない場合があります。 



 

せとうち観光ナビ「setowa」とは、せとうちエリアの話題のスポットの紹介や、

スポットまでの経路検索および経路検索から新幹線やレンタカーの予約機能等、JR

西日本が提供するせとうち旅に欠かせない「観光ナビ」です。JRやバス、船舶等指

定の公共交通機関の自由周遊エリアが乗り放題の大変おトクな setowa 限定「周遊

パス」や、せとうちで人気のサイクリングの予約や経路検索、旅ナカでのタクシー

配車機能等、せとうちの観光・体験・移動をキャッシュレス・チケットレスで安心・

便利に、おトクに楽しんでいただけます。 

 

（５）旅行会社での取り扱い 

   ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽の乗車プランや、ＪＲ往復きっぷと宿泊をセットにしたお得な旅行プランを、全国

の主な旅行会社で販売予定です。詳細は各社ＨＰをご確認いただくか、各旅行会社へお問合せ合わせくださ

い。 

 

２ その他 

・列車でのお楽しみについて、次回のお知らせを６月頃に予定しています。 

・「ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽」の情報を、ＪＲ岡山支社ふるさとおこしプロジェクト公式ＨＰ内に掲載し、新たな

情報を随時更新します。 

・その他情報についても、ＪＲ岡山支社「くまなく・たびにゃん(JR岡山支社)」公式ツイッター等での発信を

予定しています。 

・情報はすべて、2022年５月現在のものです。内容は、予告なく変更する場合があります。 

 

＜ふるさとおこしプロジェクト公式ＨＰ＞    ＜公式ツイッターアカウント＞ 

 

ふるさとおこしで検索 

 

 

  

公式ツイッター 

くまなく・たびにゃん 

(JR岡山支社)【公式】 
@Okayama_JR 

https://jr-furusato.jp/ 

https://jr-furusato.jp/
https://jr-furusato.jp/


 

（参考） 

１ 列車コンセプト 

～岡山県北エリアをめぐる、美しきを作る旅～ 

 ◎名湯・美作三湯（みまさかさんとう）や桜の名所等豊かな自然が旅心を誘う、岡山県北エリア。自然が生み出

す産物や脈々と息づく文化・伝統、おもてなしに触れ、身体も心もあたたかく美しきを作る旅へといざないま

す。 

 ◎岡山県北エリアへの旅のエントランスとして、地域の食や周遊アクセスで岡山駅から旅を盛り上げます。 

 

２ 列車名 

 「ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽」（読み：さくびさくら） 

＜列車名に込められた思い＞ 

  全国から500件以上の応募の中から選ばれた「ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽」。美しさ、楽しさを「作」る、笑顔・

花が「咲く」、その地の美しさや楽しさを探し求める「索」という３つの「ＳＡＫＵ」を取り入れ、淡いピン

ク色の車体カラーにマッチする愛着ある列車名にしました。 

 

３ 外装デザイン 

 

※画像はすべてイメージです。ヘッドマークを装着しないで運行する場合があります。 

 

３ ロゴデザイン 

 旅を贈る、旅を包む。リボンの柔らかな曲線で旅への優雅さと高揚感を表現しています。 

 

【縦組】                   【横組】 

 

 

 
 

 

 

 

 

４ 客室イメージ 

 グリーンやブラウンを取り入れた落ち着いたカラーリングを

基調とし、岡山県北エリアの山や森の自然の中で過ごしていた

だくイメージとしました。また、各座席にはテーブルを設置

し、車内で提供するお食事やお飲みものをお楽しみいただけま

す。 

  

温泉・おもてなしがもたらす癒しや、岡山県北エリアに名

所として点在する桜をイメージした「淡いピンク色」の車

体に、風に運ばれた四季折々の花びらをデザインしました。

花びらが旅人を包み込み、沿線の町や人、観光スポットを

華やかにするイメージです。 

※画像はイメージです 
 



 

～津山線の沿線の魅力を地元出身の水彩画家のアートで発信～ 

地元の岡山市建部町出身の水彩画家、おかだ美保氏が、ふるさと津山線沿線を旅しながら描いた６枚の水彩画

をポスターにして掲示します。 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

※津山駅周辺を描いた水彩画 

 

５ 運行計画 

（１）列車種別 

快速列車（全車普通指定席） ※キハ40系気動車１両編成（座席定員44席） 

 

（２）運行開始日 

2022年７月１日（金） 

※運行初日は出発式を予定しています。詳細が決まり次第、別途お知らせします。 

 

（４）運行日 

 

※観光列車として運行しない日は、定期列車として運行する場合があります。 

※10月以降の運行日は、別途お知らせします。 

 

【凡例】 臨時列車として運行する日 定期列車に連結して運行する日

7月 2022年 8月 2022年 9月 2022年
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 43 4 5 6 7

124 5 6 7 8 9

1 2 3 1 2

18 19 20

9 10 11

11 12 13 14 15 16 17

13 14 5 6 7 810 8 9 10 11

24 25 26 27 28

17 18

18 19 20 21 22 23 24 22

21 12 13 14 15 1615 16 17

31 26

25

25 26 27 28 29 30 31 29 30

19 20 21 22 23 2423

27 28 29 30

～水彩画家・コミュニケーションアーティスト～ 

おかだ美保氏 

地元岡山市建部町出身、京都市在住。 

水彩画では心の色を描き、岡山、フランス、東京、京都等、

作品展多数。かたわらで、子ども達と“いろあそび”の交流

を広げています。 

 



～ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽でお楽しみいただける、食やお土産に関わる方々のご紹介～ 
この地ならではのおもてなしで、地元のみなさまと一緒にお迎えします。 

※順不同 

【ホテルグランヴィア岡山】 

JR新幹線・在来線「岡山駅」に直結、またバスターミナルも隣接しており、中国四国エリアの表玄関とし

て、ご宿泊・お食事・宴会・会議・結婚式等さまざまなシーンでご利用いただけます。上質なサービス、

磨き抜かれたお料理で皆さまをお迎えします。 

 

【吾妻寿司】 

創業明治45年より、岡山の味をつくり続けてまいりました。海の幸、山の幸をふんだんに使った名物「岡

山ばら寿司」は、吾妻寿司が自信をもってお届けする一品です。ぜひお楽しみください。 

 

【フレッシュタルトのお店STYLE】 

2017年に岡山市でオープンしたフレッシュタルトのお店 STYLEでは、「みにたると」を主力とした、オリ

ジナルの蒜山ジャージー牛乳を使用したクリームやサクサクなタルトが人気です。季節によって、変わる

果物や食材をふんだんに使用し、飽きのこない味わいが魅力です。「みにたると」の美味しさをご堪能く

ださい。 

 

【ristorante Teradaオーナーシェフ／せとうち児島ホテルエグゼクティブシェフ 寺田真紀夫氏】 

イタリア料理の道に進み、岡山県内の数店舗の料理長を務めたのち 2000年に開業。自ら生産者のもとへ足

を運ぶ等岡山の食材に精通し、地の食材を使用した料理は「瀬戸内を表現した料理」として高く評価され

ています。ミシュランガイド2021特別版 一つ星・グリーンスター受賞。 

 

【Okayama Table TERRA】 

「私たちのレストランでは、岡山を旅するかのように食事を楽しんでいただきたい。」食材はシェフが地元

の農家さんのもとへ行き苦悩や楽しさ、そして様々な物語を伺うことでただ食材を扱うだけでなく、作り

手の想いまでお客様へ繋ぐことのできるレストランを目指しています。 

 

【サニーデイコーヒー】 

岡山市建部町にある小さな焙煎所です。自然豊かな環境で季節の移ろいを感じながら珈琲豆を焙煎してい

ます。ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽をイメージした、まろやかな味わいのオリジナルブレンドをドリップバッグ

でご用意します。 

 

【水彩画家おかだ美保氏】 

岡山市建部町出身の水彩画家。ＳＡＫＵ美ＳＡＫＵ楽の運行に合わせて、ポストカードを新たに書き下ろし

ました。サニーデイコーヒーのパッケージ等も手掛けています。 

 

 

【建部ヨーグルト】 

１００％の生乳と無添加にこだわり、町内の牧場でしぼった新鮮な生乳にパワフルな乳酸菌を加えて、「建

部ヨーグルト」をつくりました。自然の健やかさをそのまま生かし、安心感と真心を込めて、皆さまにお

届けします。 

 

【建部獣皮有効活用研究所】 

「『もったいない』に光をあてる」をモットーに、いただいた命を活かすための取り組みをしています。素

材として魅力的な猪や鹿の皮を有効活用し、ジビエレザーブランド「ＴＡＬＡＢＯ」として展開していま

す。 

 

【ケーキハウスキシモト】 

「おいしい笑顔を建部から」、地元・建部町や近隣地域の食材等を使用したお菓子等を販売する小さな洋菓

子店です。建部町産桜はちみつを使った桜風味のオリジナルクッキーをご用意します。素材の風味を大切に、

ひとつひとつ手づくりでお届けします。 



 

【道の駅 くめなん】 

食べる、遊ぶ、憩うそして地域の情報発信基地として、訪れる人々の親しみの輪が広がる交流ステーショ

ン。「ふれあいの館」には、特産物販売コーナーや情報コーナー、レストラン等があります。 

 

【アイデア料理研究家 mako氏】 

美咲町出身、3時間で 30品つくりおきを完成させる“超速ワザが注目され『家政婦マコ』としてＴＶやＳ

ＮＳ等で注目。美咲町の特産品を活用したスイーツを監修しました。この地ならではの味覚をお届けしま

す。 

 

【美咲町物産センター】 

岡山県の中腹部に位置し「たまごかけご飯の聖地」として知られる美咲町。町内で採れた新鮮な旬の野菜

や果物、 工芸品等を販売しており、美咲町の玄関口である亀甲駅から徒歩約 10分。美咲町出身の mako

氏監修のスイーツを、心を込めてお届けします。 

 



岡山 ▶▶▶ 津山 津山 ▶▶▶ 岡山
列車

2号
4号
2号
4号

1号
3号
1号
3号

10：50
14：33
 9：47
13：05

12：22
15：51
10：59
14：14

12：52
16：21
11：40
15：53

14：12
18：17
12：50
17：02

❶❹
❷❹
❶❹

❸❺❻

❸❹

岡山発 津山着 提供品 列車 津山発 岡山着 提供品

金・土・日曜日 
臨時列車（１両編成）

運転日・運転区間・時刻
2022年7月1日～9月30日は
金・土・日・月曜日に1日2往復運転します

月曜日
定期列車に連結

車内サービス・おもてなし（提供品）
※列車によって提供する内容が異なります。
下の表をご確認ください。

車内アテンダントが、沿線の案内や列車の旅をサポートいたします。ご乗車のお客様には、特製弁
当またはスイーツと、途中停車駅でのお土産を提供し、地元の魅力をお届けいたします。 

●発売期間：１か月前～７日前まで●現地での購入はできません。旅行お申し込み時に販売店でお申し込みください。●払い戻しには条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。●提供
品の写真はイメージです。提供する内容・品数は異なる場合がございます。●記載内容は、5月現在のもので内容等予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

地元のこだわり商品の詰め合わせをご用意。建部
町出身の水彩画家おかだ美保氏のデザインととも
に、福の町から真心こめてお届けします。

久米南町の特産品「ゆず」と豆乳で作った濃厚なミ
ルクセーキ。凍らせた豆乳を氷にしたこだわりの一
品です。

 提供／道の駅くめなん

岡山美作かえし寿司
岡山の伝統を感じられる食材豊かな「岡山ばら寿
司」の特製弁当をお楽しみいただけます。

提供／吾妻寿司

「フルーツみにたると」で人気のお店STYLEが手掛ける、
オリジナルスイーツセットをお楽しみいただけます。

提供／フレッシュタルトのお店 STYLE

岡山県北イロドリちらし
体の中から美しくをコンセプトに、一つ星シェフ寺田
真紀夫氏が監修。地元の食材にこだわった特製弁当
をお楽しみいただけます。

提供／Okayama Table TERRA

❶ホテルグランヴィア岡山監修 特製弁当 ❹福の町たけべ「福渡のいいもの詰め合わせ」

❺プチゆずミルクセーキ  

美咲町出身のアイデア料理研究家makoさん監修の
地元素材を使用したオリジナルスイーツです。

提供／美咲町物産センター

❻アイデア料理研究家makoさん監修スイーツ

❷岡山のスイーツセット

❸寺田シェフ監修特製弁当

※写真はイメージです



別紙２ 

 

岡山ＤＣ開幕日にあたる 2022 年７月１日(金)に、因美線は全

線開通から 90 年となります。 
それにあわせてノスタルジー車両による臨時列車「みまさか

スローライフ列車」を 2019 年 11 月以来、約３年ぶりに津山～

那岐駅間で運行します（那岐～智頭駅間は別途臨時列車として運
行します）。 
因美線に残る懐かしい風情の残る駅舎とともに、地元の楽しい

おもてなしを満喫いただけます。 
 

 

「みまさかスローライフ列車」はノスタルジー車両３両編成で、国鉄一般色編成（１両）、国鉄急行色編
成（２両）で運行します。指定席１両、自由席２両での運行となりますので、指定席をご利用の際は、あ
らかじめ座席指定席券をお買い求めください。 

※座席指定券は、運行日の 1 か月前の 10 時から全国のみどりの窓口等で発売します。なお、上り列車、
下り列車ともに、那岐～智頭間は、指定席の設定はありません。 

 
【運行日】７月 23日(土)、７月 24日(日) 

 
津山 ⇒ 那岐・智頭          

種別 列車名 津山(発) 
美作滝尾 
(着/発) 

美作加茂 
(着/発) 

美作河井 
(着/発) 

那岐(着) ⇒ 
継
続 

種別 那岐(発) 智頭(着) 

普通 みまさかスローライフ 11:48 
12:23 

12:50 

13:02 

13:35 

13:48 

14:10 
14:26 普通 14:27 14:39 

           

 
智頭・那岐 ⇒ 津山        

種別 智頭(発) 那岐(着) ⇒ 
継
続 

種別 列車名 那岐(発) 
美作河井 
(着/発) 

美作加茂 
(着/発) 

美作滝尾 
(着/発) 

津山(着) 

普通 14:48 15:01 普通 みまさかスローライフ 15:02 
15:21 
15:22 

15:34 
15:45 

15:56 
15:57 

16:17 

〔途中停車駅〕津山～那岐間「みまさかスローライフ」：東津山～美作河井間の各駅 
那岐～智頭間の臨時列車：土師 

 
 

○ 美作滝尾駅、美作加茂駅、美作河井駅、那岐駅等において、地元の皆さまによるおもてなしイベントを開
催予定です。イベント等の詳細につきましては、後日お知らせします。 

 

 

～ノスタルジートレインで巡るこだわりのおかやま旅シリーズ～ 
「みまさかスローライフ列車」の運行 

【協力】みまさかローカル鉄道観光実行委員会（事務局：公益社団法人津山市観光協会） 

※国鉄一般色編成のみだった頃に運行 

された「みまさかスローライフ列車」 



 

 

別紙３ 
 

新観光列車  で行く！ 

おか鉄！ザ・鉄道体験 in津山 
～車両移動機による保存車両の庫

くら

出し見学、シミュレータ体験等～ 

 
2022 年７月１日(金)に運行を開始する新観光列車「SAKU 美 SAKU 楽」。淡いピンク色の列車に揺られなが

ら目指すは「鉄道の聖地」の一つである津山。 
岡山ＤＣ期間中、津山駅周辺にて「おか鉄！ザ・鉄道体験 in 津山」を開催します。普段の駅や通常の「津

山まなびの鉄道館」では経験することのできない、参加者限定の特別な鉄道体験イベントをご用意し、皆さ
まをお待ちしています。 
  

開 催 日：2022 年７月４日(月)・９月５日(月) 

    開 催 場 所：津山駅周辺（「津山まなびの鉄道館」を含む） 

体 験 内 容：・「津山まなびの鉄道館」にて車両移動機を用いた保存車両の庫出し(庫入れ)の見学 

・ノスタルジー車両での入区体験 

・津山駅構内にてモーターカー・軌道自転車の乗車体験 

・津山運転区にて運転士用シミュレータ体験 等 

      募 集 人 数：30 名／日 

旅 行 代 金：お一人様 22,000 円 (税込) 

      ※代金には、下記が含まれています 

・「SAKU 美 SAKU 楽」片道分の運賃・料金(岡山→津山) 

・鉄道体験料金(「津山まなびの鉄道館」入館料含む) 

・昼食 

     予約開始日：開催日により異なります 

         2022 年５月 26 日（木） （2022 年７月４日（月）開催分） 

         2022 年７月末頃         （2022 年９月５日（月）開催分) 

                ※詳細は販売ホームページにて別途お知らせします 

 販 売 方 法：日本旅行岡山支店ホームページ  https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/  

 そ の 他：・安全上の観点から、お子様（小学生以下）だけでのご応募は出来ません。ご了承ください 

       ・当日は「津山まなびの鉄道館」を休館としているため、本企画の参加者以外の方はご入館い 

ただけません 

     

※新型コロナウィルス感染防止対策について 

車内や立寄り地での感染症対策を十分に実施したうえで運行します 

新しい旅のエチケット：Go To トラベル事務局公式サイト https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.htm  

 

【体験内容イメージ】 

 

 

  

 車両移動機による庫出し見学 

モーターカー乗車体験 
運転士用シミュレータ体験 

くら くら 

https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/8741/
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html

