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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特別運行 

「WEST EXPRESS銀河」が岡山方面に運行します 
 

 

西日本エリアの魅力ある様々な地域を運行する長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」につ

いて、７月～9 月に開催される岡山デスティネーションキャンペーンにあわせた特別企画と

して、京阪神から岡山方面にむけて運行いたします。 

停車駅でのおもてなしに加え、岡山・備後での観光もセットになった特別プランで、列車

名にちなんで、夜のおもてなしとして星空観賞を楽しめます。ぜひ銀河に乗って岡山・備後

の旅をご満喫ください。 

 

 

 

１．運行概要 

■「笠岡・美星天文台コース」 

（１）運 行 日：2022年７月８日（金）、９日（土） 

（２）運行区間：大阪～笠岡（銀河往路利用プラン） 

尾道～京都（銀河復路利用プラン） 

 

■「新見・蒜山スターウォッチングコース（仮称）」 

（１）運 行 日：2022年８月 19日（金）、20日（土） 

（２）運行区間：大阪～新見（銀河往路利用プラン） 

岡山～新見～京都（銀河復路利用プラン） 

 

■「備中高梁・蒜山スターウォッチングコース（仮称）」 

（１）運 行 日：2022年９月 23日（金）、24日（土） 

（２）運行区間：大阪～備中高梁（銀河往路利用プラン） 

岡山～備中高梁、新見～京都（銀河復路利用プラン） 

 

２．「笠岡・美星天文台コース」の詳細について 

（１）運転時刻・停車駅 別紙１ 

（２）コース内容（行程表、駅や車内でのおもてなし、岡山・備後での観光） 別紙２ 

※「新見・蒜山スターウォッチングコース」「備中高梁・蒜山スターウォッチングコー

ス」の詳細は、後日お知らせします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、変更となる場合があります。 



３．発売方法 

日本旅行が企画・実施する旅行商品に限定して発売します。 

■「笠岡・美星天文台コース」 

６月２日（木）10:00からの発売開始を予定しています。（先着順） 

※ 発売方法・商品の詳細情報は、準備出来次第（５月末を予定）「WEST EXPRESS 銀河」

特設サイトからリンクする日本旅行の専用ホームページにてお知らせします。 

※「新見・蒜山スターウォッチングコース」「備中高梁・蒜山スターウォッチングコー

ス」の発売日は、後日お知らせします。 

 

 

 

 

 

今回ご案内の取り組みは、SDGs の 17 のゴールのうち、特に ８番、11 番、17 番に貢献するものと考え

ています。 

                                                       



「笠岡・美星天文台コース」運転時刻・停車駅

■上り列車（京都行き夜行列車）

別紙１

■下り列車（笠岡行き昼行列車）
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大阪 三ノ宮 神戸 西明石 姫路 岡山 倉敷 笠岡

着時刻 - 7:43 7:48 8:07 9:47 11:26 11:52 15:40

発時刻 7:16 7:45 7:49 8:08 9:52 11:34 15:10 -

尾道 福山 笠岡 神戸 三ノ宮 大阪 新大阪 京都

着時刻 - 14:50 15:59 5:44 5:48 6:10 6:16 6:43

発時刻 14:30 15:42 23:32 5:45 5:49 6:12 6:17 -

※旅行商品としての限定販売となるため、上記停車駅のうちお客様が乗降いただけ
る駅は限定されます。（詳しくは今後発表の旅行パンフレットをご覧ください。）



「WEST EXPRESS銀河」
笠岡・美星天文台コース のおもてなし

※写真はすべてイメージです。
※今後の社会情勢等により、おもてなし内容が変更、中止になる場合がございます。

別紙２



○銀河往路利用プラン

○銀河復路利用プラン

「笠岡・美星天文台コース」行程表 １

7月9日

7月8日
【岡山泊】　新幹線にて岡山へ　‐‐‐　自由散策　‐‐‐　岡山（泊）

【尾道泊】　新幹線にて新尾道へ　‐‐‐　自由散策　‐‐‐　尾道（泊）

【岡山泊】　岡山　＝＝＝　「ラ・マルしまなみ」　＝＝＝　尾道　‐‐‐　ご昼食　‐‐‐　尾道散策（千光寺等）　‐‐‐

【尾道泊】　尾道 ‐‐‐ ご昼食　‐‐‐　尾道散策（千光寺等）　‐‐‐

14:30ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ15:59ああああああああああああ16:15頃～ああああああああああああああああ17:30頃～

尾道　＝＝＝　「WEST　EXPRESS銀河」（福山駅：特産品の販売、琴演奏の披露）　＝＝＝　笠岡　⇒バス移動⇒　道の駅笠岡ベイファーム　⇒⇒⇒　ご夕食　⇒⇒⇒

19:30頃～ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ22:30頃～ああああああああああああああああああああああああ23:32あああああああああああああああああああああ7月10日　6:43

美星天文台（星空観賞・解説・備中神楽/交替での鑑賞）　⇒⇒⇒　笠岡：笠岡ラーメン【夜食】の提供　＝＝＝　「WEST　EXPRESS銀河（夜行）」　＝＝＝京都

※銀河往復利用プランの設定はございません。
※行程は変更となる場合があります。詳細は「WEST EXPRESS 銀河」特設サイトからリンクする日本旅行の専用ホームページでご確認ください。

11:52～15:10あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ15:40あああああああああああああああああああああああ16:00頃～

倉敷：倉敷いぐさのコースタープレゼント、倉敷美観地区散策　＝＝＝　笠岡：白石踊の披露　⇒バス移動⇒　道の駅笠岡ベイファーム　⇒⇒⇒

17:30:頃～ああああああああああああああああああああ19:30頃～あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ22:30頃

矢掛・井原（お宿でご夕食）　⇒⇒⇒　美星天文台（星空観賞・解説・備中神楽/交替での鑑賞）　⇒⇒⇒　井原・矢掛（泊）

矢掛の町並み散策　⇒バス移動⇒　福山駅よりお帰りの新幹線にご乗車
7月9日

7月8日

7:16

大阪・三ノ宮　＝＝＝　「WEST EXPRESS銀河（昼行）」（車内：姫路の銘菓等の販売、銀河グッズ等の販売、ご昼食「こがーなえーもん ぎょーさん岡山弁当」）　＝＝＝



■姫路の銘菓等の販売

「笠岡・美星天文台コース」下り列車（笠岡行き昼行列車）のおもてなし

車内4号車フリースペースにて、
姫路の銘菓等を販売します。
（西明石駅－姫路駅間）

２

■銀河グッズ等の販売

■車内でのお食事

（姫路駅－岡山駅間）

○銀河車内でのおもてなし

山陽新幹線岡山開業50 周年
を記念した岡山駅限定発売の
駅弁をご用意。岡山の「えーも
ん（いいもの）」が盛りだくさんの
お弁当です。

車内4号車フリース
ペースにて、
銀河グッズ等を販
売します。

「こがーなえーもんぎょーさん岡山弁当」
【昼食】※姫路駅で配布

■倉敷いぐさのコースタープレゼント

倉敷市の特産品である
「イ草製品」は、日本遺産にも
登録されています。イ草の優し
い香りと手触りをお楽しみくださ
い。

○笠岡駅

■「白石踊」の披露
「白石踊」は笠岡市白
石島に古くから伝わる盆
踊りで、昭和51年に国
指定重要無形民俗文
化財に登録されています。
口説き（音頭）に合わ
せて、男踊、女踊など十
数種類もの舞いを踊るの
が特徴です。

■倉敷地区ウエルカム観光ガイド

○倉敷駅

倉敷駅から美観地区の見どころへとガイドがご案内します。



３「笠岡・美星天文台コース」上り列車（京都行き夜行列車）のおもてなし

■福山市の特産品の販売

○福山駅

■琴演奏の披露

○笠岡駅

■笠岡ラーメン【夜食】の提供

笠岡のご当地グルメである「笠岡ラー
メン」を提供します。鶏ガラだしの醤
油スープに煮鶏（鶏チャーシュー）
が乗った、笠岡ならではの味をお楽し
みください。なつかしのラーメン屋台を
展示します。

「バラアイス」などのバラの食
用品や、地元イチオシのおつ
まみ「ちーいかの天ぷら」、瀬
戸内海の海産物など、福山
市の特産品を販売します。

福山市は琴の生産地として有名
です。 福山駅の特別なおもてな
しとして、「WEST EXPRESS銀
河 」オリジナル曲「銀河」等の琴
演奏を披露し、福山市の琴文化
を発信します。



４「笠岡・美星天文台コース」でお楽しみいただける岡山・備後観光

■倉敷美観地区散策（倉敷市）
白壁土蔵のなまこ壁、格
子窓の町家、倉敷川沿
いの柳並木など、趣ある
景観が楽しめます。「大原
美術館」「倉敷アイビース
クエア」などの文化施設も
集まり、多くの観光客でに
ぎわっています。提供：岡山県観光連盟

○銀河往路利用プラン ○銀河復路利用プラン

■矢掛の街並み散策（矢掛町）

■La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）
※岡山泊のお客様のみ

■尾道散策（尾道市）

江戸時代に旧山陽
道の宿場町として栄
えた矢掛には、今でも
当時の面影を残す町
並みが残っています。

岡山駅から宇野・尾道・日
生・琴平の4方面へ、せとうち
エリアを旅するアートな観光列
車。尾道へ向かう「ラ・マルし
まなみ」の車窓からは、せとう
ちの景色をお楽しみいただけ
ます。

瀬戸内海の中央に位置
し、山の中腹には多くの
仏閣が軒をならべ、それ
を縫うように細い階段や
路地が張り巡らされてい
ます。千光寺からは、尾
道市内と瀬戸内海の
島々が一望できます。提供：岡山県観光連盟



５「笠岡・美星天文台コース」でお楽しみいただける岡山・備後観光

■道の駅笠岡ベイファーム（笠岡市） ■美星天文台（井原市）

広大な笠岡湾干拓地をバックに四季折々の
花が楽しめ、絶好の撮影スポットとして人気
を博しています。7月にはひまわりが咲き始め
ます。道の駅の直売所では地元でとれた新
鮮な農産物や獲れたての鮮魚など、笠岡の
特産品を販売しています。

井原市美星町にある公開天文台で、口
径101cmの国内屈指の大望遠鏡で誰
でも気軽に月や惑星、季節の天体をご
覧いただけます。アジア初となる「星空保
護区（コミュニティ部門）」に認定された
美星町の星空をお楽しみください。
また、銀河限定のおもてなしとして、中世
夢が原で備中神楽を披露します。

○銀河往路利用プラン・復路利用プラン共通


