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岡山デスティネーションキャンペーンプレキャンペーンに合わせた 
岡山県北部への企画列車の運行と、周遊観光バスの運行について 

 
                                            

ＪＲ岡山支社は、2021年夏に開催される「岡山デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」に合わせ、
岡山デスティネーションキャンペーン推進協議会、美作国（みまさかのくに）観光連盟の協力を賜り、津山線岡山
駅～津山駅間の企画列車と、企画列車の上りまたは下り列車に接続し、２日間で美作エリアをめぐる津山駅発着
の周遊観光バスを、下記の通り日にち限定で運行いたします。このことで、岡山県北の美作三湯（湯原・奥津・湯
郷）へのアクセス整備と美作エリアにおける周遊ルートを構築し、利便性向上と周遊の旅が促進されます。「新しい
旅のエチケット」を意識いただき、ぜひこの機会に岡山県北の美作三湯をはじめとする美作エリアへお出かけく
ださい。 
 

記 

１ 企画列車「美作国（みまさかのくに）やまもり号」について 

（１）運 行 日  2021年７月 24日(土)、 ８月７日(土)、21日(土)、９月４日(土)、18日(土) 

（２）運転時刻  （上り）岡山駅 11:29発、津山駅 13:03着 （下り）津山駅 17:11発、岡山駅 18:36着 

（３）車両概要  キハ 47系気動車２両編成 ノスタルジー車両 

（４）料 金  片道 おとな 6,000円、こども 5,000円 

（５）発売期間  運行日の１か月前の 10時から６日前まで 

（６）販売方法  ＪＲ西日本トクトクきっぷダイヤル（0570-09-5489）、ＪＲ西日本･ＪＲ九州エリア

の主な旅行会社（ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行） 

（７）特 徴  ・食事可能なテーブルとゆったりとした配席 

      ・地元の食材を活かした列車限定の特製弁当や途中停車駅でのお楽しみ 

      ・車内アテンダントによるご案内 

   ・ノスタルジートレインデビュー５周年記念のヘッドマークを掲出 

※その他詳細は、別紙をご覧ください。 

２ 周遊観光バス「美作国（みまさかのくに） 温泉・自然バス」について 

（１）出 発 日  【奥津・湯原コース】 

2021年７月 24日(土)、 ８月６日(金)、21日(土)、９月３日(金)、18日(土) 

   【奥津・湯郷コース】 

     2021年７月 23日(金)、 ８月７日(土)、20日(金)、９月４日(土)、17日(金)  

（２）行 程  詳細は、別紙をご覧ください。 

（３）旅行代金  おとな・こども共／２日間 12,000円 ※宿泊代、昼食代等は含まれません。 

（４）発売期間  出発日の６日前まで 

（５）販売方法 ＪＲ西日本・ＪＲ九州エリアの主な旅行会社（ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行） 

（６）特 徴  ・津山駅で企画列車「美作国やまもり号」の、上りまたは下り列車に接続 

・美作三湯のうち２つの温泉地と美作エリアの自然を満喫できる、２日間のツアー 

※一部日程において「美作国やまもり号」と「美作国 温泉・自然バス」を同時にお楽しみいただける旅行商品 

も、阪急交通社、日本旅行（おとなび）にて発売いたします。 

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。 

 

 



 

 

津山線企画列車「美作国（みまさかのくに）やまもり号」と周遊観光バス｢美作国（みまさかのくに） 温泉･自然バス｣ 

湯原温泉・奥津温泉・湯郷温泉の３つの名湯からなる西日本有数の温泉地である美作三湯。岡山県北に位
置する美作三湯へのアクセスを便利に、楽しみながら巡っていただくために、津山線岡山駅～津山駅間の企
画列車「美作国やまもり号」と、企画列車の上りまたは下り列車に接続し、津山駅を発着する周遊観光バス
「美作国 温泉･自然バス」を運行します。「新しい旅のエチケット」を意識してのご参加をお願いいたします。 
※新型コロナウィルス感染防止対策について 
実際の座席数より定員を減らし、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いたします。
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.html  

○ 美作国やまもり号 

「美作国やまもり号」は、ノスタルジー車両にテーブルを設置し、地元特産の食材をふんだんに使用した

特製弁当と、途中停車駅での地元食材を利用した「たまごかけごはん」や「エゴマ」のお菓子の提供など、

沿線地域のおもてなしを盛り込んでいます。 

 

運 行 日：2021 年７月 24 日(土)、 ８月７日(土)・21 日(土)、９月４日(土)・18 日(土) 

運転区間：津山線 岡山駅～津山駅間を１日１往復 

運転時刻：（上り）岡山駅 11:29 発==福渡駅（５分停車）==亀甲駅（20 分停車）==津山駅 13:03 着 

      （下り）津山駅 17:11 発==弓削駅（６分停車）==福渡駅（３分停車） ==岡山駅 18:36 着 

車両概要：キハ 47 系気動車２両編成 ノスタルジー車両 

料金(片 道 )：おとな 6,000 円／こども 5,000 円 ※乗車券、座席指定券、お弁当・お茶・停車駅でのお楽しみ 

発売期間：運行日の１カ月前の 10 時から６日前まで 

販売方法：ＪＲ西日本トクトクきっぷダイヤル（0570-09-5489）または、ＪＲ西日本・ＪＲ九州エリアの

主な旅行会社（ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行） 

  お楽しみ内容：（上り）ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山監修特製弁当、のむフルーツヨーグルト、たまごかけごはん 

（下り）ristorante Terada 寺田ｼｪﾌ監修特製弁当、エゴマの洋菓子、のむフルーツヨーグルト 

※上り・下りともに車内でアテンダントによる沿線のご案内を行います。 
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【ノスタルジートレイン】 

レトロなノスタルジー車

両、「美作国やまもり号」で

は車内にテーブルを設置

し、ゆったりと特製弁当な

どお楽しみいただけます。 

【上り列車の特製弁当】 

吾妻寿司が作る「岡山美作かえし

寿司」は、ホテルグランヴィア岡山

監修。岡山の郷土料理に美作の山

菜を取り入れました。食べる前に

ひっくり返して召し上がります。 

【上り列車「亀甲駅」でのお楽しみ】 

途中停車駅の亀甲駅では、亀の駅舎と記念撮影を

どうぞ。亀甲駅のある美咲町は、たまごかけごは

んで町おこしを行っており、この美作国やまもり

号では「たまごかけごはん」をお楽しみいただけ

ます。 

【下り列車の特製弁当】 

Okayama Table TERRA が作る「美

作食材やまもり弁当」は、ミシュ

ラン星付きのイタリアンレストラ

ン寺田シェフ監修。地元産の食材

をたっぷり使い「体の中から美し

く」をコンセプトに仕上げました。 

【下り列車「弓削駅」でのお楽しみ】 

久米南町産のエゴマの実を自家焙煎し、「和テイス

ト」の洋菓子に仕上げました。ほうじ茶と大納言

納豆を合わせたフィナンシェ、久米南町産の有機

きな粉を練り込んだサブレをお楽しみいただけま

す。 
 

【「福渡駅」でのお楽しみ】 

建部地区の牧場でしぼった新

鮮な生乳から作った「建部ヨ

ーグルト」に、清水白桃の果

汁を加え贅沢に仕上げた、岡

山ならではののむフルーツヨ

ーグルトです。 

美作国やまもり号でのお楽しみイメージ写真 
冒

＿

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html


 

 

〇 美作国 温泉・自然バス 

「美作国 温泉・自然バス」は、美作三湯のうち２つの温泉地をめぐるほか、岡山県北美作エリアの自然の

中で過ごす体験素材やフルーツ狩りなどの岡山県北ならではのお楽しみを２日間でめぐります。 

 

≪奥津・湯原コース≫  

出発日：2021 年７月 24 日(土)、 ８月６日(金)・21 日(土)、９月３日(金)・18 日(土) 

【１日目】津山駅(13:15 発)～奥津渓(車窓)～岩井滝(60 分)～ 

奥津温泉(16:00 着･90 分・立寄り入浴または宿泊＊１）～湯原温泉(18:30 着･宿泊） 

【２日目】奥津温泉（8:30 発）･湯原温泉（9:40 発）～新庄村ゆりかごの小径(森林セラピー･120 分)～ 

蒜山高原センター･GREENable HIRUZEN（昼食･80 分)～ひるぜんワイナリー(45 分)～津山駅(16:15 着) 

 

≪奥津・湯郷コース≫ 湯郷温泉夜のイベント：トワイライトオルゴールコンサートの開催＊２ 

出発日：2021 年７月 23 日(金)、 ８月７日(土)・20 日(金)、９月４日(土)・17 日(金) 

【１日目】津山駅(13:15 発)～奥津渓(車窓)～岩井滝(60 分)～ 

奥津温泉(16:00 着･90 分・立寄り入浴または宿泊＊１）～湯郷温泉(18:30 着･宿泊） 

  【２日目】奥津温泉（8:30 発）･湯郷温泉（9:40 発）～若杉天然林(ガイドツアー･70 分)～ 

あわくらんど(昼食･60 分)～フルーツ狩り(50 分)～津山駅(16:15 着) 

  旅行代金：おとな･こども共 12,000 円 

※２日間のツアーです。宿泊代、昼食代、奥津温泉日帰り入浴料等は含みません。 

発売期間：出発日の６日前まで 

  販売方法：ＪＲ西日本・ＪＲ九州エリアの旅行会社（ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行） 

＊１：奥津温泉にご宿泊のお客様は、湯原温泉または湯郷温泉への立寄りはできません。 

＊２：湯郷温泉到着後、現代玩具博物館･オルゴール夢館にて約 20 分間開催します。（参加自由･入館料別途） 

立寄り観光地イメージ写真（写真提供：岡山県観光連盟） 

【1 日目】 

 

 

 

 

 

岩井滝         奥津温泉      湯原温泉（奥津・湯原ｺｰｽ）  湯郷温泉（奥津・湯郷ｺｰｽ） 

【奥津・湯原コース】              【奥津・湯郷コース】 

 

  

  

 

 

新庄村ゆりかごの小径   ひるぜんワイナリー     若杉天然林     フルーツ狩り 

（森林セラピー）                     （ガイドツアー）   （７、８月は桃狩り、９月はぶどう狩り）  

＜旅行商品の販売について＞ 

一部日程において「美作国やまもり号」と「美作国 温泉・自然バス」を同時にお楽しみいただける旅行商

品も販売いたします。旅行商品により、行程順序や滞在時間など、内容が一部変更となる場合があります。

ご予約の際にご確認ください。 

【添乗員が同行する旅行商品】 

 阪急交通社  https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=55430X&p_hei=30 

日本旅行(おとなび) https://digitalpamph.nta.co.jp/zip0019/book/#target/page_no=1 

【添乗員が同行しない旅行商品】 

  ＪＴＢ  https://www.jtb.co.jp/kokunai/dynamic/jr/?dep=OSA 

近畿日本ツーリスト http://pamph.knt.co.jp/kokunai/osa/202109/JAW4050/HTML5/pc.html#/page/1 

  日本旅行  https://digitalpamph.nta.co.jp/osa0918/book/?meta1=kansai#target/page_no=5 

※ＪＲ岡山支社ふるさとおこしプロジェクトホームページ内の特設ページも、

ご覧ください（https://jr-furusato.jp/）。 
ＪＲ岡山支社 

ふるさとおこし 

プロジェクトＨＰ 
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https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=55430X&p_hei=30
https://digitalpamph.nta.co.jp/zip0019/book/#target/page_no=1
https://www.jtb.co.jp/kokunai/dynamic/jr/?dep=OSA
http://pamph.knt.co.jp/kokunai/osa/202109/JAW4050/HTML5/pc.html#/page/1
https://digitalpamph.nta.co.jp/osa0918/book/?meta1=kansai#target/page_no=5
https://jr-furusato.jp/


 

 

 

 

「美作国やまもり号」と「美作国 温泉・自然バス」で美作エリアの魅力を存分に 
 

岡山駅～津山駅間を運行する「美作国やまもり号」と、津山駅を発着する「美作国 温泉・自然バス」。これ

らを乗り継ぎ、岡山県北部に位置する美作三湯と美作エリアの自然を便利に２日間で楽しむことができます。

モデルコースを参考に、ぜひこの機会に岡山県北美作エリアの魅力を存分にお楽しみください。 

 

 

 

＜モデルコース＞ 
 

※列車の時刻等、2021 年 6 月 21 日現在の情報です。事前に、JR おでかけネット「マイ・ダイヤ」等でご確認

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用：ふるさとおこしプロジェクトホ－ムページ） 
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1日目 2日目

新幹線みずほ602号
9：10発

10：12発

10：52着

新幹線のぞみ11号
　　　　　　7：30発

　　　　　　9；10発

　　　　　10：02発

10i47着

11：29発

湯原温泉　ま　奥津温泉
　宿泊　　は　　　　　　　　　宿泊

9r40発 8：30発

ま　湯郷温泉

は　　宿泊

9：40発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：03着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13；15発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：15着

津山線美作国やまもり号
「美作国やまもリ号」の運転日以外は、

津山1fil3T発・岡山18104ntの

「昔通列車」岡山行をご利用ください。

17：11発

18；30着 16100着 18；30着

湯原温泉　ま　奥津温泉　ま　湯郷温泉
　宿泊　　は　　宿泊　　は　　宿泊

※「　　te　・　　バスttアー」の、宿泊代金・昼食代金は、ッ
アー料金に含まれません。宿泊はお客様各自でご予約ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　18i36着

新幹線みずほ613号
18：52発

19：32着

20：34着

新幹線のぞみ54号
　　　　　18：58発

　　　　　19：43着

　　　　　20：34着

　　　　　22：15着
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