
25％
プレミアム付き

1,000円おトク！

交通券の取扱事業者・販売窓口は裏面をご覧ください

4,000円分の交通券が

販売期間 ～令和4年1月31日（月）
［利用期間］

●バス・電車・鉄道・船用：令和5年3月31日（金）まで　●タクシー用：令和4年1月31日（月）まで

原則、購入した事業者での利用のみ。共通利用が可能な事業者は裏面をご覧ください。
● 原則、購入した事業者での利用となります。ただし、一部の事業者においては共通利用が可能です。詳細はホームページをご確認ください。 ● 本キャンペーンに参加する交通事業者でのみ利用

可能です。  ● 県内の停留所、港、駅を発地または着地とする路線での運賃として利用できます。  ● １回あたりの利用枚数に制限はありません。ただし、つり銭は出ませんのでご注意ください。

● 定期券やバスカードの購入及びICカードへのチャージ等には利用できません。 ● 返金及び払い戻しはできません。

https://www.pref.okayama.jp/
page/714210.html最新の状況はホームページをご確認下さい。 

新型コロナウイルスの感染状況等によりキャンペーンの内容が変更される場合があります。

交通券は
2タイプ！

相互利用は
できません

で買える！3,000円

バス・電車・鉄道・船用
タクシーでは利用できません

タクシー用
［県内タクシー共通］

地

天

CMYK　KP-22-42　岡山県公共交通利用促進キャンペーンチラシ改定増刷　表　初校　10/11　杉本優李　PTR　CC2021　EQ



おかやまプレミアム付き交通券　取扱事業者・販売窓口一覧

本社営業所

井原バスセンター

矢掛営業所

本社営業所

興除営業所

児島営業所

岡山駅バス総合案内所

岡山駅西口バスセンター

倉敷駅前案内所

岡山営業所

岡山駅バス総合案内所

中鉄観光㈱

津山駅北口

津山営業所

中鉄美作バス㈱

バス車内

本社

路面電車車内

路線バス車内

岡山駅バス総合案内所

岡山駅西口バスセンター

岡電観光センター

本社

新見営業所

高梁バスセンター

㈱美作共同バス事務所

㈱のと香

㈱吉野自動車

笠岡営業所

笠岡駅前案内所

井原バスセンター

福山駅前案内所

岡山駅バス総合案内所

倉敷駅前案内所

西大寺営業所

岡山営業所

玉野営業所

倉敷営業所

霞橋営業所

岡山駅西口バスセンター

路線バス車内

本社

表町バスセンター

岡山駅11番のりば宇野バス案内所

清音駅

井原駅

神辺駅

矢掛駅

太田文具

倉敷市駅

水島駅

本店

宝伝港乗り場

一般社団法人瀬戸内市緑の村公社

船内

船内

新岡山港窓口

日生営業所

大部営業所

岡山県タクシー協会

久米郡美咲町錦織1358

井原市井原町700-1

小田郡矢掛町東川面950-8

岡山市北区大元駅前3-61

岡山市南区曽根280-1

倉敷市児島味野3-2-10

岡山駅東口バスターミナル内

岡山駅西口バスセンター⑥窓口

倉敷駅バスターミナル⑤のりば

岡山市北区芳賀5306-1

岡山駅東口バスターミナル内

総社市駅前2-2-10

津山市横山14-31（交通観光案内所）

津山市東一宮1234-1

真庭市勝山411-6(中国勝山駅前)

ー

岡山市中区徳吉町2-8-22

岡山市中区徳吉町2-8-22

岡山市北区岡南町1-14-41

岡山駅東口3番のりば付近

岡山駅西口バスセンター⑦窓口

岡山市北区岡南町1-14-41

高梁市川上町領家381-1

新見市高尾796-2

高梁市旭町1306

美作市今岡754-7

美作市小野2382-5

美作市五名77

笠岡市美の浜5

笠岡市中央町144

井原市井原町700-1

広島県福山市三之丸町30-135

岡山駅東口　3番のりば付近

倉敷バスセンター 2番のりば付近

岡山市東区西大寺上1-1-50

岡山市中区国富615-1

玉野市築港2-18-8

倉敷市昭和2-1-5

倉敷市連島町西之浦5673

岡山市北区駅元町11-1017-3

ー

瀬戸内市牛窓3911-37

岡山市北区表町2-3-18

岡山市北区駅元町1

総社市清音上中島169-2

井原市七日市町943-3

広島県福山市神辺町川南747-3

小田郡矢掛町矢掛2247-2

倉敷市真備町箭田1136-4

倉敷市阿知1-1-2

倉敷市水島東千鳥町10-1

倉敷市水島東栄町12-46

岡山市東区宝伝3812(宝伝港)

瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4

ー

ー

岡山市中区新築港9-1

備前市日生町寒河2570-26

香川県小豆郡土庄町大部3746-32

岡山市中区旭東町2-10-8 岡山県タクシー会館2階

0868-66-1101

0866-65-1201

0866-83-1289

086-231-4331

086-298-9011

086-472-2811

－

－

－

086-222-6601

－

0866-93-6211

－

0868-27-2827

0867-44-2621

086-296-3277

086-272-1811

086-272-1811

086-223-7221

－

－

086-224-4100

0866-48-9111

0867-72-0625

0866-22-2081

0868-75-3132

0868-76-7430

0868-76-0311

0865-67-2213

－

－

－

－

－

086-943-3833

086-272-1101

0863-31-1616

086-422-4199

086-444-7122

－

－

0869-34-2049

086-225-3311

－

0866-94-8213

0866-62-6669

084-963-0720

0866-82-3990

0866-98-1022

086-422-0884

086-448-1707

086-446-0931

0869-47-0912

0869-34-4356

090-1684-6230

0865-62-2856

086-274-1222

0869-72-0698

0879-67-2331

086-272-3451　

年中無休

年中無休※1

年中無休※1

年中無休

年中無休

年中無休

隔日※1

年中無休

年中無休※1

年中無休

年中無休※1

平日のみ

年中無休※2

年中無休

月~土※3

ー

平日のみ

ー

ー

年中無休※1

平日のみ※5

平日のみ

月~土

年中無休

年中無休※1

平日のみ

平日のみ

平日のみ

平日のみ

年中無休※1

年中無休※1

年中無休※1

年中無休※1

年中無休※1

年中無休※6

平日のみ※6

年中無休※6

月・水・金※6

平日のみ※6

年中無休

ー

平日のみ

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休※1

月～土

年中無休

平日のみ※1

平日のみ※1

ー

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

平日のみ

9:00~20:00

9:00~17:30

9:00~17:00

9:00~18:00

9:00~17:00

9:00~17:00

10:00~13:30、14:30~18:00

8:00~11:30、12:30~16:45

10:00~13:00、14:30~18:30

8:00~19:00

8:00~12:30、13:30～18:00

9:00~17:40

8:00~11:50、12:50～17:00

8:00~18:00

9:30~16:15

ー

9:00~18:00

ー

ー

8:00~19:00

9:00~12:00、13:00～17:00

9:00~18:00

平日8:30~17:15　土8:30~12:15

8:30~17:15

平日7:45~18:00 土日祝8:30~14:00

9:00~18:00

9:00~17:00

9:00~17:00

9:00~17:30

9:00~19:00

9:00~17:30

9:30~18:00

平日8:30~18:30　土日祝8:30~17:20※4

10:00~18:30 昼休憩13:00~14:00

平日9:30~17:30 土日祝10:00~17:00※5

9:30~17:30

平日9:30~17:30 土日祝10:00~17:00※5

10:00~17:00

9:30~17:30

8:00~16:30 ※5

ー

9:00~17:00

平日9:00~17:00、土日祝9:00~16:00

8:00~17:00

7:00~18:20※7

6:50~18:20※7

7:40~17:00※7

8:30~18:00

9:00~19:00

平日6:00~10:00/11:00~19:00 土日祝7:00~17:00

10:00~13:00　14:00~16:00

8:30~17:30

8:00～17:00

8:30~17:00

8:00～17:00

7:15~17:26

6:00~18:30

7:30~19:10

5:45~18:00

9:00~17:00

有本観光バス

北振バス

下津井電鉄

中鉄バス

中鉄北部バス

八晃運輸

岡山電気軌道

(路線バス・路面電車）

備北バス

美作共同バス

井笠バスカンパニー

両備バス

東備バス

宇野自動車

井原鉄道

水島臨海鉄道

あけぼの丸

瀬戸内市緑の村公社前島フェリー

笠岡フェリー 大福丸

金風呂丸フェリー

国際両備フェリー

瀬戸内観光汽船

岡山県タクシー協会

JTBイオンモール岡山店

JTB岡山表町店

JTBイオンモール倉敷店

JTB倉敷ゆめタウン店

JTBイオンモール津山店

岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山2階

岡山市北区表町1-7-36 JTB岡山ビル

倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷1階

倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷1階

津山市河辺1000-1 イオンモール津山1階

086-803-6380

086-232-3810

086-430-5115

086-426-0528

0868-21-9300

不定休

不定休

不定休

不定休

不定休

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

JTB

鉄 道

一 般 定 期 旅 客 船

タクシー

※1…年末年始を除く　

※2…正月3日間休み　

※3…日祝休み　

※4…昼休憩12:30~13:30　

※5…昼休憩12:00~13:00　

※6…年末年始・GWを除く　

※7…途中休憩あり

事業者名 販売窓口 住所 営業時間営業日電話番号

路 線 バ ス・軌 道

・下津井電鉄

・中鉄バス

・中鉄北部バス

・岡山電気軌道
(路線バス・路面電車）

・井笠バスカンパニー

・両備バス

・東備バス

・宇野自動車

各　　枠内の

事業者の券は

共通利用が

できます。

・八晃運輸

・宇野自動車

・岡山電気軌道
(路線バス・路面電車）

・国際両備フェリー

※かもめバス切符

（岡山発ー新岡山港ー

小豆島土庄港）の購入

のみ、共通利用可能です。

新 型コロナウイル

スの影響等により

営業内容が変更に

なる場合がござい

ます。最 新の状 況

は各事業者にご確

認ください。

※下記店舗では交通券とタクシー券のすべての券種を取扱っています。

地

天
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