JR西日本どこでもきっぷ・JR西日本関西どこでもきっぷ特典一覧ー山陽エリアー
新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間、特典の内容が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。
2021年9月現在の情報です。
県

施設名

特典内容

アクセス

JR岡山駅直結（徒歩約3分）

公式HP

・その他割引券との併用はできません。
・一部割引対象外のメニューがあります。（飲
み放題メニュー等）

岡山

ホテルグランヴィア岡山

ホテル内レストランご飲食料金10％割引

岡山

津山まなびの鉄道館

入館料割引 大人310円⇒240円（高校生以上） JR津山駅より徒歩約10分

http://www.tsuyamakan.jp/manabi/index.html

岡山

魚美味倶楽部美晴

夕食時に生ビール（中）１杯サービス

JR日生駅より徒歩約7分

http://www.miharuryokan.jp/

ご宿泊のお客様限定です。

岡山

倉敷シーサイドホテル

ウェルカムドリンクサービス（ソフトドリンク）

JR児島駅よりタクシー約10分

http://www.kurashiki-seaside.co.jp/

15：00～21：00の時間限定です。

岡山

大原美術館

大原美術館ミュージアムショップ
ショップ内で1,100円（税込）以上お買い上げの
方に絵葉書プレゼント

JR倉敷駅より徒歩約15分

https://www.ohara.or.jp/

絵葉書の柄は選べません。

岡山

備前焼伝統産業会館

２階での備前焼が１割引

ＪＲ伊部駅より徒歩約１分

https://touyuukai.jp

岡山

津山城（鶴山公園）

入園料割引 大人310円⇒240円（高校生以上） JR津山駅より徒歩約10分

http://www.tsuyamakan.jp/

岡山

湯郷グランドホテル

ウェルカムドリンク（コーヒー券）サービス

http://www.yunogo.co.jp/

岡山

ベティスミス ジーンズミュージアム＆
ヴィレッジ

アウトレットショップで5,000円以上お買い上げの JR児島駅よりタクシー約10分,JR児島
お客様に、オリジナルストラップキーホルダーづ 駅よりジーンズバス及びふれあい号 https://betty.co.jp/village/
くり体験付き
約25分

岡山

道の駅レストセンター あわくらんど

お土産品10％引き

智頭急行線あわくら温泉駅より徒歩
約13分

https://awakura-gr.com/

岡山

ヒルゼン高原センター

ジンギスカン100円引き

根雨駅よりタクシーで約20分
蒜山ICより車で約3分

http://www.hkcenter.co.jp

岡山

特別史跡旧閑谷学校

入場料の20％割引
（大人320円/小中学生80円/65歳以上200円）

JR吉永駅から備前市営バス約12分

http://shizutani.jp/

岡山

GOHOBI さんすて岡山店

税込3,000円以上お買い上げの方へフルーツコ
JR岡山駅さんすて岡山南館2階
ラーゲンゼリー5本入（360円）プレゼント

https://www.kajitsukobo.co.jp/

岡山

GOHOBI 倉敷美観地区店

税込3,000円以上お買い上げの方へフルーツコ
JR倉敷駅北口から徒歩約15分
ラーゲンゼリー5本入（360円）プレゼント

https://www.kajitsukobo.co.jp/

JR林野駅よりタクシー約5分

https://granvia-oka.co.jp/

特記事項

対象外の品があります。

ライトアップ時の割引はありません。

臨時休業する場合がございます。

岡山

ヴィアイン岡山

宿泊人員分のウエルカムドリンク提供

ＪＲ岡山駅直結

https://www.viainn.com/okayama/

岡山

サンマルクカフェ

全品10％OFF

JR岡山駅岡山一番街 B1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/b1f/

岡山

TULLY'S COFFEE&TEA

全ドリンク100円値引

JR岡山駅さんすて岡山 北館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/north1f/

岡山

焼肉ライク

お食事代から5%OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

讃岐の男うどん

温玉またはちくわ天1個サービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

牛カツ京都勝牛

お食事代から5%OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

からふね屋CAFÉ

コーヒー（ホット/アイス）サービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館1階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south1f/

岡山

麺屋 匠

ギョーザ1皿無料

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south2f/

岡山

バール・デルソーレ

エスプレッソコーヒーサービス

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south3f/

岡山

築地食堂源ちゃん

お食事代から10%OFF

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south4f/

岡山

だし茶漬け えん

テイクアウトだし茶漬け50円引

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south5f/

岡山

とんかつ新宿さぼてん さんすて岡山
店

店内飲食 税込1,000円以上でひとくちビールま
たはソフトドリンク提供

JR岡山駅さんすて岡山 南館2階

https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/floorguide/south2f/

広島

ふくやま書道美術館

常設展一般入館料割引 150円⇒120円

JR福山駅北口から西へ約400ｍ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-syodo/

広島

島ごころ SETODA（尾道長江店）

まるごとレモンスカッシュ半額

JR尾道駅より徒歩約15分

http://www.patisserie-okumoto.com/docs/index.html

広島

株式会社瀬戸内クルージング
（尾道～鞆の浦航路）

海上クルージング乗船券割引
大人2,500円→2,200円
こども1,250円→1,100円

JR尾道駅より尾道ポートタミナルまで
https://s-cruise.jp/
徒歩約3分

広島

工房尾道帆布（NPO工房おのみち帆
布）

コースター２枚セットをプレゼント

ＪＲ尾道駅より徒歩約10分

広島

平山郁夫美術館

入館料1割引
一般920円→830円
大学生・高校生410円→370円
小中学生210円→190円

JR尾道駅より路線バスで約50分,尾
道港より船で瀬戸田港、徒歩約10分,
http://hirayama-museum.or.jp/
三原港より船で瀬戸田港、徒歩約10
分

https://www.onomichihanpu.jp/

≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の
上、きっぷを提示ください

うどん又は丼をご注文のお客様が対象です。

店内飲食及びその他商品は対象外です。

広島

耕三寺博物館

入館料割引
大人1,400円→1,200円
大学生1,000円→800円
高校生800円→600円
シニア（65歳以上）1,200円→1,000円

広島

ふくやま美術館

常設展一般入館料割引 310円→250円

ＪＲ福山駅北口から西へ約400m

広島

ふくやま文学館

常設展一般入館料割引 310円→250円

ＪＲ福山駅北口より北西へ徒歩約8分 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/bungakukan/

広島

福山市鞆の浦歴史民俗資料館

常設展一般入館料割引 150円→120円

JR福山駅南口より鞆鉄バス鞆線で
「鞆の浦」下車 徒歩約5分

めいぷる～ぷ乗車券

運賃割引
（広島港発着の場合）
大人：330円→280円 こども170円→140円
（その他の区間の場合）
大人：200円→150円、こども100円→80円

広島

SEA SPICA（シー スピカ）

【広島港】
めいぷる～ぷブルールート（広島港
アクセスバス）「広島港」で下車 徒歩
シースピカオリジナルボールペンプレゼント 約5分、広島電鉄「広島港」で下車す http://setonaikaikisen.co.jp/simatabi/
ぐ
【三原港】
JR三原駅より徒歩約5分

広島

ヴィアイン広島新幹線口

宿泊人員分のウエルカムドリンク提供

広島

虎屋

税込700円以上お買い上げで指定の和菓子を1
ＪＲ福山駅さんすて福山 1階
個プレゼント

https://sun-ste.com/fukuyama/floorguide/1f/

広島

阿藻珍味

税込1,000円以上お買い上げで100円引き

ＪＲ福山駅さんすて福山 1階

https://sun-ste.com/fukuyama/floorguide/1f/

広島

サンマルクカフェ

商品全品10%OFF（一部対象外）

ＪＲ福山駅さんすて福山 1階

https://sun-ste.com/fukuyama/floorguide/1f/

広島

とんかつ新宿さぼてん さんすて福山
店

店内飲食 税込1,000円以上でひとくちビールま
たはソフトドリンク提供

ＪＲ福山駅さんすて福山 1階

https://sun-ste.com/fukuyama/floorguide/1f/

山口

錦帯橋・ロープウエー・岩国城

「錦帯橋・ﾛｰﾌﾟｳｴｰ・岩国城」セット券購入の方、
岩国駅、新岩国駅よりバスで「錦帯
岩国城入館時にJR券の提示でオリジナル絵葉
橋」下車徒歩約5分
書（２枚）プレゼント

山口

五橋文庫

篆刻体験で絵ハガキをプレゼント

岩国駅、新岩国駅よりバスで「錦帯
橋」下車徒歩約10分

山口

萩城跡・指月公園

入園料割引
おとな・大学生・高校生220円→120円
小中学生100円→60円

JR萩駅より萩循環まぁーるバス（西
回り）約44分「萩城跡・指月公園入口 https://www.hagishi.com/search/detail.php?d=100049
北門屋敷入口」下車徒歩約2分

広島

JR尾道駅より路線バスで約50分,尾
道港より船で瀬戸田港、徒歩約10分,
http://www.kousanji.or.jp/
三原港より船で瀬戸田港、徒歩約10
分

広島駅北口１階バス乗り場
（その他バス停はHP参照）

ＪＲ広島駅（新幹線口）から徒歩約３
分

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyama-museum/

http://www.tomo-rekimin.org/

http://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/

https://www.viainn.com/hiroshima-s/

・特典のご利用期間は、ブルールートは12月
末まで、その他のルートは3月末まで可能で
す。
・新型コロナ感染症の影響により運休の場合
がありますので、最新の運行情報は公式HPで
ご確認ください。
・今年度のシースピカの運航は12月6日(月)ま
でとなっております。
・シースピカを事前ご予約頂いた方に限りま
す。
・特典のお渡しは乗船当日、船内カウンターに
限ります。
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の
上、きっぷを提示ください

http://kankou.iwakuni-city.net/

http://gokyo-bunko.or.jp/

絵葉書の在庫がなくなり次第プレゼントは中止
となります

山口

萩八景遊覧船

乗船券割引
おとな1,200円→1,100円、こども600円→500円

JR萩駅より萩循環まぁーるバス（西
回り）約44分「萩城跡・指月公園入口 https://www.hagishi.com/search/detail.php?d=800030
北門屋敷入口」下車徒歩約2分

山口

萩・明倫学舎

２号館入館料 ３００円→２５０円

JR萩駅より萩循環まぁーるバス（西
回り）約29分またはJR東萩駅より萩
循環まぁーるバス（東回り）約35分
「萩・明倫センター」下車徒歩すぐ

https://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/

山口

海峡ゆめタワー

入館料２０％割引

下関駅より徒歩約7分

http://www.yumetower.jp/

他の割引とは併用できません

山口

ヴィアイン下関

宿泊人員分のウエルカムドリンク提供

ＪＲ下関駅から徒歩約3分

https://www.viainn.com/shimonoseki/

≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の
上、きっぷを提示ください

