
もうちょっと　あとちょっと
～まもなく２０年～

土日祝日限定全線乗り放題切符「スーパーホリデーパス」

◎発売期間：平成30年４月１日から平成31年３月31日
◎利用期間：平成30年４月１日から平成31年３月31日までの土日祝日及びゴールデンウイーク
　　　　　　（４月 28 日から５月６日）、お盆（８月 11 日から８月 15 日）、年末年始（12 月 29 日

から１月３日）
◎発売箇所：井原鉄道有人駅［井原駅、神辺駅、清音駅、矢掛駅、吉備真備駅前（太田文具）］
　　　　　　及び列車運転士（運転士からのお求めは停車時にお申し出ください）
◎発売価格：大人１,０００円、小人５００円
◎井原鉄道全線（総社駅～神辺駅間、普通列車）が１日乗り降り自由のきっぷです。
◎このきっぷには沿線地域の観光地や飲食店で受けられる特典があります。詳しくは裏面をご覧く
ださい。

●乗車前に駅で乗車日の記入を必ず受けてください。乗車日の記入のないものは使用できません。●井原鉄道全線（総社～神辺）の普通列車
でご利用いただけます。臨時列車は対象となりません。（別途告知する場合を除きます。）●総社～清音は井原鉄道が運行する列車に限り有効
です。●福山直通便については、神辺～福山駅間はご利用いただけませんので、別途 JR 運賃が必要となります。●各種割引による割引はいた
しません。●０時を過ぎた場合でも乗車日の最終列車まで有効です。●１枚で複数人の利用や使い回しすることはできません。●使用開始後は
列車の運行不能や遅延などが生じても払戻しや有効日数の延長等はできません。●紛失された場合は再度乗車券を購入していただきます。●使
用開始前に限り払戻しいたします。但し、払戻し手数料が必要です。●裏面に特典が受けられる施設の一覧があります。

井原鉄道
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土日祝日限定全線乗り放題切符「スーパーホリデーパス」

井原鉄道株式会社
※割引特典は予告なく変更または終了する場合があります。また定休日などは各施設へお問い合わせください。

井原鉄道の特典

「夢やすらぎ」号 列車型メジャー　500円➡250円
 携帯ストラップ　480円➡240円

井原鉄道オリジナルグッズ半額井原鉄道

協賛施設 割 引 特 典

※列車型メジャーおよび携帯ストラップに限ります。

清音駅　0866-94-8213
矢掛駅　0866-82-3990
井原駅　0866-62-6669
神辺駅　084-963-0720

駅窓口

スーパーホリデーパスを下記協賛施設でご提示ください。割引特典 が受けられます。

飲食店 観光施設 お土産・その他

休日１日乗り放題。
途中下車自由なのでどんどん利用して

ますますお得に！
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最寄り駅 施設・駅 住　　所 電　　話 割 引 な ど 特 典
総　社 精進料理 金亀 総社市井尻野1958宝福寺境内 0866－92－3056 食事をするとソフトドリンクサービス
総　社 天満屋ハピータウン リブ21総社店 総社市門田187 0866－92－5555 食事代100円割引 2階のレストラン、喫茶（煎濾）で500円以上の食事メニューに使用可

川辺宿 お好み焼き 入道雲 真備町川辺2000－7 086－697－0056 食事代10％割引
川辺宿 讃岐うどん かわはら 真備町有井94 086－698－8286 食事代10％割引 （端数切捨て）

川辺宿 焼肉 天隆 真備町川辺1921－1 086－698－5613 食事代５％割引
川辺宿 へんこつうどん 真備店 真備町川辺100－1 086－698－4896 食事代10％割引
矢　掛 やかげ郷土美術館 矢掛町矢掛3118－1 0866－82－2110 入館料割引 （特別展を除く）　大人200円➡150円　中高生100円➡70円　小学生50円➡30円

矢　掛 旧矢掛本陣 石井家 矢掛町矢掛3079 0866－82－2110 入館料割引 大人400円➡300円　小・中学生200円➡150円

矢　掛 大通寺庭園（石寿園） 矢掛町小林1815 0866－82－0909 拝観料 大人300円➡250円

矢　掛 古意庵 矢掛町矢掛2603 0866－82－0951 入館料割引 大人300円➡250円　小人150円➡120円

矢　掛 佐藤玉雲堂 矢掛町矢掛3084 0866－82－0164 1，000円以上のお買物につき柚子ジュースをプレゼント
矢　掛 ぼっこう堂 矢掛町矢掛3198 0866－82－0369 全商品５％割引
矢　掛 矢掛屋温浴別館 湯の華温泉 矢掛町矢掛3050－1 0866－82－0111 入浴料割引 700円➡600円
小　田 中世夢が原 井原市美星町三山5007 0866－87－3914 入園料１割引
小　田 美星天文台 井原市美星町大倉1723－70 0866－87－4222 大人・小人とも300円を２割引➡240円
小　田 喜楽別亭 井原市美星町星田2－47 0866－87－2188 食事をするとソフトドリンクまたはコーヒーをサービス （要予約）

小　田 お食事処 星の郷 井原市美星町西水砂45－1 0866－87－3595 食事代10％割引
小　田 夢味庵 井原市美星町三山5007 0866－87－2411 全商品50円引
早雲の里
荏　原 ちろり庵 井原市東江原町678 0866－63－0028 信州そば50円引

早雲の里
荏　原 焼肉 大将 井原市東江原町671 0866－62－8929 牛カルビ50円引　ラーメン50円引

早雲の里
荏　原 一番星 井原市東江原町362－1 0866－63－2370 飲物100円引

早雲の里
荏　原 樹之枝庵 井原市西江原町224 0866－62－4135 食事をされた方に粗品進呈

井　原 井原市立 田中美術館 井原市井原町315 0866－62－8787 入館料割引

井　原 古月堂 井原市井原町341－3 0866－62－0556 全商品５％割引
井　原 香月堂 井原市井原町900 0866－62－0693 お買物をすると平櫛翁せんべい１袋サービス
井　原 やまんぼう本舗 富久味庵 井原市井原町323－4田中美術館前 0866－62－0293 備中うす皮まんじゅう８ケ入432円（20％引）
井　原 カフェレストラン くらら 井原市西江原町1236－1 0866－63－3003 くららオリジナル白ゴマ・黒ゴマドレッシング700円➡500円
井　原 きもののことならなんでもきものクリニック茶堂 井原市井原町390－2 0866－62－4241 革製品洗い色補修10％割引 （ただし、他の割引との併用はできません）

井　原 小さなお店 BOX（井原駅構内） 井原市七日市町944－5 0866－65－0505 田中サブレ１個サービス
井　原 佐藤製菓（小さなお店BOX内） 井原市七日市町944－5 0866－65－0505 全商品50円引き
井　原 D♯The Store（井原駅ビル内） 井原市七日市町944－5 070－5057－6070 5000円以上お買い上げいただいた方にオリジナルグッズをプレゼント!!
井　原 駅中食堂 加門（井原駅ビル内） 井原市七日市町944－5 090－7138－9916 いばららーめん （1杯限り）600円➡550円

井　原 ひだまりカフェ ポッポや（井原駅ビル内） 井原市七日市町944－5 090－4104－5358 食事を注文していただいた方、紅茶・コーヒーいずれか一品をサービス
井　原 食事処 蓼 井原市七日市町154駅前 0866－62－2206 食事代８％割引
井　原 割烹仕出し 一久 井原市七日市町646 0866－62－0122 食事をするとウーロン茶・ジュースいずれか一品をサービス
井　原 亀 隆 井原市七日市町627－1 0866－62－0238 食堂のみ全品10％割引
井　原 魚 家 井原市七日市町10 0866－62－0019 食事代５％割引
井　原 馬さし料理 馬かろう 井原市上出部町493－2 0866－62－1568 馬さし・赤さし100円引
井　原 嫁いらず観音院 井原市大江町1036 0866－67－2202 お札を無料進呈
井　原 まこと 井原市芳井町与井44－2 0866－72－0046 食事をすると抹茶・ウーロン茶・ジュース・コーヒーいずれか一品をサービス
井　原 讃岐うどん むらさき井原店 井原市西江原町997－3 0866－63－1154 天ぷら一品サービス
井　原 里山工房 和菓子 たむら 井原市門田町4369 0866－62－8614 全商品５％割引

子守唄の里
高　屋 華鴒大塚美術館 井原市高屋町3－11－5 0866－67－2225 入館料割引

神　辺 谷口屋 福山市神辺町川北641 084－962－0236 1,000円以上お買い上げで茶山饅頭1個プレゼント
神　辺 インテリア雑貨 栄進堂 福山市神辺町駅前通り1030－21 084－962－0242 食事代10％割引
神　辺 喫茶＆軽食 アン・ロージュ 福山市神辺町川南751－1 090－1012－9976 ドリンク50円引
神　辺 中華食堂 幸楽 福山市神辺町川南1058－19 084－963－3335 杏仁豆腐小プレゼント

常設展　一般400円➡300円
特別展　一般700円➡560円　65歳以上350円➡280円

一　般 500円➡400円　高校生 300円➡250円
小学生 250円➡200円　（土曜日は、小・中・高生と小学生の保護者は無料）


