
 

 

 

 

岡山デスティネーションキャンペーン ＆ 

「しおかぜ」「南風」運行開始 50 周年記念キャンペーン＜第 5 弾企画＞ 
 

―往年の名車に思いを馳せて― 

「特急『しおかぜ』『南風』運行開始 50 周年号」と 

「ノスタルジー」車両で乗り入れ！津山まなびの鉄道館 日帰りの旅 の発売について 
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西日本旅客鉄道株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 

 

 

2022 年 7 月から開催中の「岡山デスティネーションキャンペーン」及び 2022 年 3 月から開催中の

「『しおかぜ』『南風』運行開始 50周年記念キャンペーン」のコラボレーション企画として、1972 年の

特急「しおかぜ」「南風」登場当時に使用されていた車両と同形式であるキハ 181 系車両が展示されて

いる「津山まなびの鉄道館」（岡山県津山市）に、2 種類の国鉄型車両（キハ 185 系及びキハ 47 形「ノ

スタルジー」車両）を乗り継いで訪れるツアーを発売します。 

夏休みの思い出づくりに、是非お申し込みください。 

 

● 本ツアーのこだわりポイント！ ● 
  
  ・キハ 185 系・キハ 47 形の 2 種類の国鉄型車両にご乗車頂けます！ 

  ・復刻国鉄色のキハ 185 系が、初めて岡山駅まで乗り入れます！ 

  ・キハ 47 形「ノスタルジー」車両にご乗車頂いたまま、「津山まなびの鉄道館」前（津山 

   運転所（車両基地））まで入線します！ 

  ・1972 年の特急「しおかぜ」「南風」登場当時に使用されていた車両と同形式であるキハ 

181 系車両が展示されている「津山まなびの鉄道館」をご見学頂けます！ 

  ・ツアーの思い出に、「しおかぜ」「南風」のレプリカサボをお一人様１枚進呈します！ 

  ・昼食は「ツアー特製掛け紙」付きのお弁当を、夕食はかつて津山の駅弁として親しまれ、 

今も地元の味として受け継がれる「しいたけ弁当」をご用意します！ 
  

  

 

 

 

 

 

キハ 47 形「ノスタルジー」車両   キハ 185 系（復刻国鉄色） 

 

 

※写真はイメージです。 



 

 

１ 商品名 

   －往年の名車に思いを馳せて－ 

「特急『しおかぜ』『南風』運行開始 50 周年号」と 

「ノスタルジー」車両で乗り入れ！津山まなびの鉄道館 日帰りの旅 

 

２ 出発日・旅行代金 

2022 年 8月 30 日（火） 日帰り（高松駅集合 解散） 

（１）キハ 185 系 1名 2席 キハ 47 形ボックス席 1名 2席利用プラン 

おとな 1名様 22,500 円／こども 1名様 21,000 円 

（２）キハ 185 系 1名 2席 キハ 47 形ロングシート利用プラン 

おとな 1名様 21,000 円／こども 1名様 19,500 円 

 （３）キハ 185 系 1名 1 席 キハ 47形ボックス席 3～4名利用プラン 

おとな 1名様 19,500 円／こども 1名様 18,000 円 

※こどもの旅行代金は 3歳以上小学生までです。 

※ボックス席 3～4名利用プランは、必ず 3名様以上でお申し込みください。 

※その他、お座席の条件など、詳しくは商品パンフレットをご覧ください。 

 

３ 最少催行人員 

各プラン合計 55 名様 

 

４ ツアー概要 

【往路】高松駅（集合）8：40頃発 

⇒キハ 185 系復刻国鉄色「特急『しおかぜ』『南風』運行開始 50 周年記念号」 

⇒岡山駅（乗り換え） 

⇒キハ 47形「ノスタルジー」車両 

⇒津山駅 12：20 頃着 

⇒「津山まなびの鉄道館」前（津山運転所（車両基地））まで入線 

⇒「津山まなびの鉄道」館を見学 

（見学終了後、津山市内での観光をお楽しみください。） 

  【復路】津山駅 16：20 頃発 

⇒キハ 47形「ノスタルジー」車両 

⇒岡山駅（乗り換え） 

⇒キハ 185 系復刻国鉄色「特急『しおかぜ』『南風』運行開始 50 周年記念号」 

⇒高松駅（解散）21：20 頃着 

※列車の運転時刻は変更となる場合があります。 

 

５ 食事条件 

・昼食は、「ツアー特製掛け紙」付き弁当をご提供いたします。 

・夕食は、かつて津山の駅弁として親しまれ、今でも地元の味として受け継がれている「しいたけ弁 

当」をご提供いたします。 

 



 

 

６ その他ツアーのポイント 

 ・キハ 185 系（復刻国鉄色）「特急『しおかぜ』『南風』運行開始 50周年記念号」には、懐かしの 

「しおかぜ」「南風」ヘッドマークを取り付けます！ 

 ・団体臨時列車では珍しい、瀬戸大橋線の宇多津駅短絡線（東ルート）を走行します！ 

・目的地の津山では、「津山まなびの鉄道館」をご見学頂けるほか、市内観光の時間をご用意。（自 

由散策。現地での交通費・「津山まなびの鉄道館」以外の入館料等は、別途お客様負担となります。） 

城下町としての古いまち並みを残しつつも近代以降は鉄道の要衝として栄えた津山をご散策くだ 

さい。 

・ツアーの思い出に残る記念品として、特急「しおかぜ」「南風」のレプリカサボをご用意します！ 

（個数限定で追加受付も賜ります。なお、ご好評いただいた場合は早期に受付を終了する場合があ 

るほか、今後一般販売を行う場合があります。） 

 

７ 発売日時・発売方法 

2022 年 7月 15 日（金）14:00 

ＪＲ四国ツアーＷＥＢサイト https://www.jr-eki.com/index.html 

ＪＲ四国の旅の予約センター、各ワープ支店、各駅ワーププラザ 

 

８ その他 

・撮影マナーへのご協力をお願いいたします。 

https://www.jr-shikoku.co.jp/emc_info/20211213_shooting_manners.pdf 

  ・その他、ツアーの詳細については、商品パンフレットをご覧ください。 

https://www.jr-eki.com/index.html
https://www.jr-shikoku.co.jp/emc_info/20211213_shooting_manners.pdf


※キハ185系・ノスタルジーの１名2席利用プランは窓側・通路側のご利用です。

※ロングシートは場所によりシートピッチに差がございます。

※ボックス席3～4名利用プランは必ず3名様以上でお申し込みください。

※お席の指定はお受けいたしかねますので、当日までお楽しみにおまちください。

◆ご注意

ご確認・注意事項

最少催行人員：各プラン合計５５名様

添乗員：高松駅から同行いたします。

食事条件：昼食1回・夕食1回(車内にてお弁当)

●運輸機関の運行状況・時刻改正・気象状況・新型コロナ感染状況等により行程やツアー内容が変更となる場合があります。

●こどもの旅行代金は3歳以上小学生までです。3歳未満のお客様でもお席を使用する場合はこどもの旅行代金が必要です。

●高松駅集合・解散のツアーです。集合までと解散からご帰宅にかかる費用はお客様負担です。

●ツアー参加中はマスクの着用、手指の消毒及び咳エチケットの励行等の感染予防にご協力をお願いいたします。

●感染予防のため黙食にご協力をお願いいたします。大声での会話、お席のご移動、過度な飲酒等はご遠慮ください。

●立入禁止箇所への立ち入り等の危険行為、他のお客様にご迷惑をおかけする行為があった場合は途中で離団していただく場合があります。

●当日の列車運行状況、車両運用の都合上で別形式・塗装の車両で運行する場合がございます。

●お席番号は往路と復路で変わる場合がございます。ご協力をお願いいたします。

復刻国鉄色のキハ185系が初めて岡山駅まで乗り入れます。

団体臨時列車では珍しい瀬戸大橋線の短絡線東ルートを走行いたします。

キハ185系には懐かしの「しおかぜ」・「南風」ヘッドマークを取り付けます。

1972年の特急「しおかぜ」・「南風」登場当時の使用車両と同形式であるキハ181系気動車が

展示されている「津山まなびの鉄道館」を見学いただけます。

昼食は「ツアー特製掛け紙」付きのお弁当をご用意いたします。

夕食はかつて津山駅の名物駅弁として親しまれ、今も地元の味として受け継がれる「しいたけ弁当」をご用意いたします。

乗車記念記念品として「しおかぜ」・「南風」記念サボがお一人様につき1枚付いています。

津山の滞在は約3時間半！津山まなびの鉄道館や市内散策をゆっくりお楽しみいただけます。



●表記、デザインはイメージです。実物と異なる場合があります。

●生産枚数に限りがあるため早期に受付を終了する場合があります。

●オプショナルプランにつき取消の場合は所定の取消料がかかります。

※お申し込みいただく前に必ずお読みくださいお申し込みのご案内

ＪＡＴＡ 正会員

●特急列車、普通列車の普通車自由席のみご利用いただけます。

●座席指定料金、設備料金が必要な列車にご乗車の場合は別途運賃・料金が必要です。

●土佐くろしお鉄道線等JR四国会社線以外の路線はご利用になれません。

●有効期間の延長・変更、紛失時の再発行等はできませんのでご注意ください。

●オプショナル商品につき変更・取消には所定の取消料が発生いたします。

●お申し込みを取り消された場合は速やかにご返送ください。(送料お客様負担)

●ご利用条件について詳しくは係員におたずねください。

●乗降自由タイプではありません。四国各地⇔高松駅の往復でのご利用です。

＊この旅行は、四国旅客鉄道（株）（以下「当社」といいます。）が企画･募集し実施する旅行であり、

　詳しい旅行条件を記載した書面をご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

(1)この旅行は、四国旅客鉄道(株)（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施

する旅行であり、詳しい旅行条件を記載した書面をご用意しておりますので、事前にご

確認のうえお申し込みください。

(2)この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12

条の5の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面を

お渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。

■お申し込み方法

　①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込金を添えてお申し込み

　　ください。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全額として繰り入れます。

　②当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を

　　通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。

　③お申込金　旅行代金が1万円以上3万円未満…お申込金（お一人様あたり)：5,000円以上旅行代金まで

■契約の成立時期

　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

■旅行代金のお支払い

　ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきま

  す。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合はお申し込みと

  同時にお支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの

　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、食事代、乗車記念品、入館料、添乗サービス料金

 （添乗員同行の場合）及び消費税等諸税相当額が含まれています。

■旅行代金に含まれていないもの

　パンフレットに明示されていない交通費、飲食費、個人的な諸費用（クリーニング代、電話代等）及び

　自由行動中の費用は旅行代金に含まれていません。

■旅行の催行について

　ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止

　する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より

　前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

■取消料について

　旅行契約成立の後、お客様の都合で取消しされる場合には、旅行代金に対してお一人様につき右記の

　料率で取消料をいただきます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の

　取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し

　受けます。

■免責事項について

　お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。

　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止。

　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地･滞在時間の短縮。

■特別補償について

　お客様が企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の被害については、当社の故意、

　過失の有無にかかわらず特別補償規定の定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。

■個人情報の取扱について

　(1)当社は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊

　　機関等の手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲で利用させていただきます。

　(2)当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い

　　③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

　(3)このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ(http://www.jr-

　　　shikoku.co.jp)でご確認ください。

■その他

　(1)このパンフレットは2022年7月1日現在を基準として作成しております。

　(2)この旅行契約に関して、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずね

　　ください。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

　(3)この旅行は大人1名様からお申し込みできます。

21日(日帰り旅行の場合は11日)目

にあたる日まで
無料

20日(日帰り旅行の場合は10日)目に

あたる日以降8日目にあたる日まで
旅行代金の20％

7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日の当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

旅行契約の解除期日 取消料

旅行開始日

の前日から

起算してさ

かのぼって


