
 

 

                       2 0 2 2 年 １ 月 1 3 日 

       西 日本 旅 客 鉄 道株 式 会社 

                   日生カキオコまちづくりの会        

 

せとうち観光ナビ「setowa」日生カキオコチケットの販売について 

 

有数の牡蠣の産地として知られる備前市日生町は、「日生カキオコ」で町おこしを進め、１月 26 日に

20 周年を迎えます。これを記念してこの度、JR 西日本のせとうち観光ナビ「setowa」でグルメチケッ

ト「日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン」を発売します。また、加盟店で利用可能な割引クーポン

も「setowa」 でご用意します。是非「setowa」のお得なチケット･クーポンで日生をお楽しみください。 
 

 １．チケットおよびクーポン 

 ・「日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン」（チケットタイプ２店舗）  [別紙①] 

  ※「setowa」だけの記念特別メニューです。 

 ・「日生カキオコ割引クーポン」（日生カキオコまちづくりの会加盟 14 店舗） [別紙②] 

   ※「setowa」画面を提示して引換えになります。 
 

２．発売・利用期間 

 ・「日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン」  発売：2022年１月14 日（金）～３月30 日（水） 

                       利用：2022年1 月15 日（土）～3 月31 日（木） 

 ・「日生カキオコ割引クーポン」   利用：2022年1 月26 日（水）～３月31 日（木） 

   ※上記クーポン等の対象店舗やご利用方法につきましては、別紙または「日生カキオコまちづく 

    りの会」の HP をご覧ください。 
 
３．setowa ご利用方法 

   「setowa」は、スマートフォン用アプリに加え、スマートフォン用 WEB サイトでも利用可能です。 

 （１）アプリ 

   「Google Play」、「App Store」で「setowa」を検索し、ダウンロードしてください。 

   ※動作推奨環境：Android 6.0 以上、iOS 11.0 以上 

 （２）WEB サイト URL 

   https://app.jwfm.setowa.jp/  

  ※以下 QR コードから、アプリのダウンロードストア、WEB サイトへアクセスいただけます。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 ４．その他 

   カキオコまちづくりの 20 年間の取り組みや、日生の風景等を観光で訪れた方や地元の皆様に紹介 

させていただくため、JR 日生駅において「カキオコまちづくりの会」による写真展および横断幕の 

掲出を行います。 [別紙 3] 

※カキオコまちづくり活動 20 周年記念写真展 2022 年１月 23 日（日）～３月末頃 

   ※記念写真展は、岡山商科大学学生の皆様との連携・協力により実施します。 

   ※記念横断幕については 2021 年 12 月より設置をしています。（３月末頃まで） 

WEB サイト 

WEB サイト 

※Android、Google Playおよび Google PlayロゴはGoogle LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.

のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.jwfm.setowa.jp/


 

 

 

 今回ご案内の取り組みは、SDGs の 17 のゴールのうち、特に９番、11 番、17番に貢献するものと考 

えています。 

                                                       



 

    「きたろう」 
■概要 
日生産の牡蠣を使用したお好み焼きとカキ焼きです。お好み焼きにはカキ
がたっぷり入っています。 
カキ焼きはしお味とバター味がお選びいただけます。カキ入りスープ焼き
そばは、当店オリジナルメニューです。 
見た目よりもあっさり味です。 
 
■メニューのご案内 
【日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン】 
・日生カキオコ setowa セット（カキオコとカキ焼き［しお味・バター味］ 
 セット）：お一人様 1,800 円 
・カキオコ：お一人様 900 円 
・カキスープ焼きそば：お一人様 900 円 
 
■利用場所 
 お好み焼 きたろう 
 岡山県備前市日生町日生 241-17 
 （JR 日生駅より徒歩 8 分） 
 ＴＥＬ：0869-72-3639 
 
■利用方法 
 ご入店後にスタッフにご提示下さい。 
 
■営業時間 
 11：00～20：00（19：30 ラストオーダー） 
 
■設定除外日 
 水曜日 
 
■特記事項 
・店舗の混雑時には、お並びいただく場合があります。また、その際ご提供 
 にお時間がかかる場合があります。混雑状況は日によって異なりますの 
 でご了承ください。 
・利用当日のみ有効です。 
・購入後の払いもどしはできません。 
・本チケットは利用日前日の 12：00 まで購入可能です。 
・販売上限数に達した場合など、早期に販売を終了することがございます。 

「カキオコ屋暖里」 
■概要 
 当店は日生カキオコまちづくりの会がＢ-1 グランプリや備前焼まつり、 
 岡山マラソンなどで提供したカキオコを皆さまにいつでも食べて頂ける 
 ように平成 25 年５月にＯＰＥＮ致しました。3 年以上の歳月を費やし完 
 成させたカキオコは生地のバランスや配合、キャベツの切り方までこだ 
 わって作っています。また、ソースは地元備前の醤油蔵「鷹取醤油」さん  
 に作って頂いたカキオコソースを使用しています。 
 
■メニューのご案内 
 【日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン】 
 ・日生カキオコ setowa セット（カキオコ・かき串焼き・カキフライの特 
  別セット）：お一人様 1,500 円 
 ※カキオコてっぱん焼きセット：カキオコ（牡蠣入りお好み焼き）、牡蠣 
  串焼き（しょう油味）、牡蠣フライのセット 
 
■利用場所 
 カキオコ屋 暖里（ゆるり） 
 岡山県備前市日生町日生 801-8（JR 日生駅より徒歩 16 分） 
 ＴＥＬ：0869-72-9115 
 
■利用方法 
 ご入店後にスタッフにご提示下さい。 
 
■営業時間 
 10：00～14：30 
 
■設定除外日 
 2 月 27 日 
 
■特記事項 
・店舗の混雑時には、お並びいただく場合があります。 
・店内で密を避けるためテイクアウトの方は、店外でお待ちいただく場合 
 がございます。その際は、出来上がり時に電話でお呼出しさせていただ 
 きます。 
・利用当日のみ有効です。 
・購入後の払いもどしはできません。 
・本チケットは利用日前日の 14:30 まで購入可能です。 
・販売上限数に達した場合など、早期に販売を終了することがございます。 

「日生カキオコ 20th 記念カキオコクーポン」 
発売期間 2022 年 1 月 14 日（金）～3 月 30 日（水） 
利用期間 2022 年 1 月 15 日（土）～3 月 31 日（木）  

別紙① 

ゆるり 



 「日生カキオコ割引クーポン」 
発売･設定期間 2022 年 1 月 26 日（水）～3 月 31 日（木）  

別紙② 

「お好み焼・居酒屋さんちゃん」 

岡山県備前市日生町日生1449-1 

TEL:0869-72-2157 

■営業時間 

 10:00～20:00(L.O 19:30) 

■定休日 

 毎週水曜日と第 1・第 3 木曜日 

■駐車場あり（3 台） 

   

「きまぐれ」 

岡山県備前市日生町日生 1230-2 

TEL0869-72-2523 

■営業時間 

 10:00～15:00 

■定休日 

 月曜日（祝日は営業、翌日休業）  

※冬場は休みなし（11 月～3 月まで） 

■駐車場あり（11 台） 

    

「ほり お好み焼」 

岡山県備前市日生町日生886-5 

TEL:0869-72-0045 

■営業時間 

 10:00~15:00 

■定休日 

 毎週水曜日 

■駐車場あり（13 台） 

    

「泉富久（せんぷく）」 

岡山県備前市日生町日生 890 

TEL:0869-72-0736 

■営業時間 

 10:30～14:00、17:30～20:00 

■定休日 

 不定休 

■駐車場あり（3 台） 

    

「まるみ お好み焼」 

岡山県備前市日生町日生 886 

TEL:0869-72-3129 

■営業時間 

 10:00～19:00(L.O 18:30) 

■定休日 

 不定休 

■駐車場あり（3 台） 

   

「オレンジハウス」 

岡山県備前市日生町日生241-103 

TEL:0869-72-0914 

■営業時間 

 11:00～21:00(L.O 20:00) 

■定休日 

 毎週木曜日 

■駐車場あり（５台） 

 

 「カキオコ屋暖里（ゆるり）」 

岡山県備前市日生町日生 801-8 

TEL:0869-72-9115 

■営業時間 

 10:00～14:30 

■定休日 

 不定休 

■駐車場あり（五味の市駐車場） 

 

「お好み焼き ともひろ」 

岡山県備前市日生町寒河2412-2 

TEL:0869-72-2868 

■営業時間 

 9:00～14:00 

■定休日 

 毎週月曜日（祝日は営業） 

■駐車場あり（100 台以上） 

  

 「うま×うま」 

岡山県備前市日生町寒河 2573-2 

TEL:0869-72-4677 

■営業時間 

 11:00～15:00(L.O 14:30) 

■定休日 

 毎週火曜日    

（カキシーズン・祝日は営業） 

■駐車場あり（8 台） 

  

    

「浜屋 みっちゃん」 

岡山県備前市日生町日生859-11 

TEL:0869-72-2580 

■営業時間 

 10:00～14:00 

■定休日 

 毎週火曜日 

 ※冬場は休みなし祝日も営業 

■駐車場あり（6 台） 

「お好み焼き もりした」 

岡山県備前市日生町日生 630-2  

TEL:0869-72-1110 

■営業時間 

11:00～17:00(L.O 16:00) 

■定休日 

 毎週木曜日 

■駐車場あり（4 台） 

 

「福来（ふくろう）」 

岡山県備前市日生町日生246-60 

TEL:0869-72-1751 

■営業時間 

 11:00～17:00 

■定休日 

 火曜日（祝日は営業） 

■駐車場あり（2 台） 

  

「安良田（あらた）お好み焼店」 

岡山県備前市日生町日生 825-2 

TEL:0869-72-0851 

■営業時間 

 10:00～15:00 

■定休日 

 毎週月曜日（祝日は営業） 

■駐車場あり（3 台） 

    

「きたろう」 

岡山県備前市日生町日生 241-17 

TEL:0869-72-3639 

■営業時間 

 11:00～20:00(L.O 19:30) 

■定休日 

 毎週水曜日 

■駐車場あり（3 台） 

    

特典内容：「日生カキオコ１００円割引クーポン」（下記対象店舗の飲食時に使える 100 円の割引クーポン引換券） 

引換箇所：（一社）備前観光協会 日生町観光情報センター（JR 日生駅西隣） ※クーポン券配布枚数：先着 1,000 名様 

 

＜イメージ＞ 



 

「日生カキオコ20周年記念」PR展開 
別紙③ 

[JR 日生駅] 

■記念写真展（イメージ図）2022 年 1月 23日（日）設置予定 

  20 年の活動を画像で振り返るとともに、岡山商科大学学生の皆様が撮影した日生の風景写真を改札口付近に展示 

■記念横断幕 


