


I N D E X

この観光素材集は、県内の様々な観光素材や観光地を
掲載していますので、岡山県への商品造成にご活用ください。

※掲載情報は2020年7月1日現在のものです。
※掲載の各観光施設等の料金・休業日・営業時間及びイベントの開催日等は、変更となる場合がございます。

□花・紅葉めぐり

□フルーツ狩り

□クーポン素材

□チャーター・観光船

□観光ボランティアガイド

3～8

9

10

1 1

12

□備前エリア

□備中エリア

□美作エリア

□JR特集

□団体食事施設

13～17

18～24

25～28

29

30

岡山へのアクセス

3時間09分
1時間34分
44分
34分
1時間36分
2時間12分
2時間56分

…
…
…
…
…
…
…

東京駅から
名古屋駅から
新大阪駅から
広島駅から
博多駅から
熊本駅から
鹿児島中央駅から

岡山駅まで

新幹線で（最速時分）

羽田空港から

那覇空港から

新千歳空港から

約1時間20分
（ANA、JAL）
約1時間50分
（JTA）
約2時間
（ANA）

…

…

…

岡山桃太郎空港まで

飛行機で

吹田ICから
広島ICから
米子ICから
高知ICから
松山ICから
徳島ICから

約2時間30分
約1時間40分
約1時間55分
約1時間50分
約2時間5分
約2時間

…
…
…
…
…
…

中国吹田ICから

広島ICから

約1時間50分

約1時間50分

…

…

バスで

岡山ICまで 津山ICまで

新見ICまで

※最速時分は2020年3月14日現在の情報です。

新神戸新山口

津島岩松ＩＣ

小倉東ＩＣ

別府ＩＣ

博多

鹿児島中央

ひるぜん
ワイナリー●

鬼女台展望休憩所

●

●

ヒルゼン
高原センター

●ひるぜんジャージーランド

●
蒜山高原

ブルーベリー園

大茅スキー場
●

●
岡山県立森林公園

高清水トレイル

●尾所の桜●
冒険の森
in 蒜山

●
奥津渓

●
まほらファーム

●
岩井滝

奥津温泉♨

湯原温泉

●
神庭の滝

●
醍醐桜 ●

木山寺

●満奇洞

●井倉洞

●

吹屋ふるさと村
●

●
鯉が窪湿原

フルーツカントリー熊野 　　　　　　　
●

●
羅生門

●
笹畝坑道
●広兼邸

●
普門寺

ドイツの森●

●
まきばの館

三休公園
●

●時切稲荷神社
●誕生寺

●岡山国際サーキット

●観光りんご園

●小林芳香園

●美作農園

●

●
●

城東町並み
保存地区

衆楽園津山城
（鶴山公園）

津山まなびの
鉄道館

●
●

山田養蜂場
みつばち農園

柵原ふれあい鉱山公園
●

奈義町現代美術館●

おかやま
ファーマーズ・マーケット
ノースヴィレッジ

和気藤公園
●

招き猫美術館
●

●黒島ヴィーナスロード
夢二生家記念館・少年荘

美星天文台
●

●
すど観光農園　

天神峡
● 水車の里

フルーツトピア

●圀勝寺

白石島

北木島

●鷲羽山

●宇野港

●由加山
●みやま公園

●
犬島精錬所美術館
犬島「家プロジェクト」

●王子が岳

●
●

渋川海岸
地中美術館

豊島美術館
児島観光港 ●

●

●

●

●

牛窓オリーブ園

備前焼伝統
産業会館

伊部の町並み
備前市立備前焼
ミュージアム

五味の市

●

岡山天文博物館
国立天文台
　　　　　　　　　●

●足守町並み
保存地区
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旧閑谷学校

●
吉井農園

●
赤磐酒造

●半田山
　植物園

宇甘渓●

●小林農園

●西田農園

●ゆめ農園 ●
くぼ農園
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鬼ノ城
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宝福寺

●
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備中松山城 展望台

豪渓

武家屋敷
頼久寺
紺屋川美観地区
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●
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●寒風陶芸開館
日本一のだがし売場

フルーツパークびぜん
●

●
●

●

●

●

造山古墳

●●備中国分寺
きびじつるの里

農マル園芸
●

●

●●
●

夢二郷土美術館

岡山後楽園
独歩館

岡山城

吉備津神社

吉備津彦
神社

備中高松城址
最上稲荷

桃茂実苑

宇野みなと線

いばら

和気鵜飼谷温泉♨
和気ヤクルト工場●

●

大聖寺
●

古町町並保存地区●

武蔵の里● 

おおがや　
芝桜公園●

大原観光果樹園
●

●

旧遷喬
尋常小学校

久世トンネル桜

　勝山町並み
●保存地区

●
がいせん桜
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蒜山ハーブガーデン

ハービル

●

●

●
道の駅

笠岡ベイファーム
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●アッケシソウ自生地

むかし下津井回船問屋

児島ジーンズ
ストリート
BIG JHON
旧野﨑家住宅

かも川手延素麺

倉敷美観地区
大原美術館
大原本邸

円通寺

ふなおワイナリー

●井原堤

旧矢掛本陣・町並み

大通寺

西江邸

●

RSKバラ園

●

苫田ダム●

●

●

佐用JCT

真鍋島

豊島

智頭I.C

西粟倉I.C

湯郷温泉I.C

大原I.C

備前エリア 備中エリア 美作エリア

桃太郎線

岡山桃太郎空港

A R E A M A P

♨湯郷温泉

勝央I.C

ジーンズヴィレッジ

児島学生服
資料館

髙田織物

鳥
取
自
動
車
道

大垪和西の棚田

岡山ワイナリー●

戸田農園●

●
たけべの森

スコレー●

熊山英国庭園●

●

農マル園芸

備前おさふね
刀剣の里 ●

瀬戸内
フルーツ●
ガーデン

●

キリンビール岡山工場
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090-7371-9809大茅地区活性化協議会（井上）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

100円（協力金）
英田郡西粟倉村大茅845周辺
鳥取自動車道西粟倉ICより約10分
駐車は左右路側帯。
待機は「スキー場駐車場」（北1キロ）
9：00～17：00
なし

※砂利道なので、歩きやすい靴でお越し下さい。

おおがや芝桜公園 4月20日～5月10日頃

源流の集落の畦道（あぜ
みち）に16,000株、5色の
芝桜が広がります。棚田の
中を清流が流れ、山に抱か
れ、心穏やかになれる場所
です。春の一日をゆっくり
お過ごし下さい。4月29日

には「芝桜祭」を開催し、食事や地域の特産品販売を行います。

春は１００種１万
５０００本の桜が
約１か月間にわた
り咲き乱れ、中で
も1.５ｋｍの枝垂れ
桜の小径は散策
に最適です。

津山市阿波地区の
河畔に山桜の古樹
がそびえ立っていま
す。この木は推定
樹齢570年のヤマ
ザクラで高さ13ｍ、
枝は四方に約20ｍ
に渡って伸びてい
る県下最大級の
巨木で、その貫禄
に心を奪われます。

本能寺の変で討死した森蘭丸の弟森忠政が築いた平山城。明治の廃城令により建造物
は取り壊されましたが、平成17年に備中櫓（びっちゅうやぐら）を復元。『さくら名所100選』
にも選ばれ、約1000本の桜が４５ｍにも及ぶ石垣をバックに咲き誇り、満開時には桜の雲
海にいるような眺望が楽しめます。さくらまつりは、毎年３月下旬～4月上旬開催。津山まな
びの鉄道館など周辺施設とあわせて入場料が割り引きになる周遊割も実施しています。

【個人】大人310円（中学生以下無料）、【団体】大人240円※30名以上
津山市山下135
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分、JR津山駅より徒歩約10分
大型車6台／普通車30台
8：40～19：00（4～9月）、8：40～17：00（10～3月）※さくらまつり期間中は7：30～22：00
12/29～12/31

大人４1０円（３２8円）、高校生以下無料・シニア１４０円
（１１２円）※（　）内は２０名以上の団体料金です。
※大人は１５～６４歳（中学生を除く）、シニアは６５歳以上
岡山市北区後楽園１-５
山陽自動車道岡山ＩＣより約20分
大型車12台（１回620円）／普通車570台（１時間毎100円）
7：30～18：00（3月20日～9月30日）、8：00～17：00
（10月1日～3月19日）
無休

由加山桜園地
ゆ　      が　  さん

無料
倉敷市児島由加
瀬戸中央自動車道水島ＩＣより約15分、児島ICより約20分
交通規制があり、臨時駐車場も開設されます。

大人310円、小人125円、団体（2０人以上）大人250
円、小人105円  ※増税に伴い変更の可能性あり
岡山市北区法界院3-1
山陽自動車道岡山ICより約15分
大型車有料／普通車有料
9：00～16：30（入園は16時まで）
毎週火曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
（12/29～1/3）　　　

大人（高校生含む） 306円、小人（小・中学生）204円
 ※団体料金（20名様以上）上記料金の10％オフ
岡山市北区建部町田地子1571-40
山陽自動車道岡山ICより約45分
大型車5台／普通車350台
通常9：00～17：00、夏期（7月15日～8月31日）9：00～18：00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
・桜祭り期間中及び夏休み期間中は月曜日開園
・冬季期間中は毎週月・火曜日が休園日

ソメイヨシノを中心に約
7000本もの桜が植栽され
ており、4月上旬には見事
な桜を満喫できます。公園
内にある深山イギリス庭園
は本格的な英国庭園で、園

内は６つのガーデンルームで構成され、それぞれのテーマに
基づいて約１３０種類、8000本の草花が植えられています。

イギリス庭園は小学生未満・障害者無料、小学生・65
歳以上100円、中学生以上200円／団体料金（15人
以上）中学生以上180円、小学生90円
玉野市田井２-４４９０
瀬戸中央自動車道水島ICより約30分
大型車20台／普通車1000台
公園内は２４時間鑑賞可能
無休【センターハウス、深山イギリス庭園、パターゴルフ、
ドッグランは水曜日 年末年始休館（祝日の場合は翌日）】
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090-7371-9809大茅地区活性化協議会（井上）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

100円（協力金）
英田郡西粟倉村大茅845周辺
鳥取自動車道西粟倉ICより約10分
駐車は左右路側帯。
待機は「スキー場駐車場」（北1キロ）
9：00～17：00
なし

※砂利道なので、歩きやすい靴でお越し下さい。

おおがや芝桜公園 4月20日～5月10日頃

源流の集落の畦道（あぜ
みち）に16,000株、5色の
芝桜が広がります。棚田の
中を清流が流れ、山に抱か
れ、心穏やかになれる場所
です。春の一日をゆっくり
お過ごし下さい。4月29日

には「芝桜祭」を開催し、食事や地域の特産品販売を行います。

春は１００種１万
５０００本の桜が
約１か月間にわた
り咲き乱れ、中で
も1.５ｋｍの枝垂れ
桜の小径は散策
に最適です。

津山市阿波地区の
河畔に山桜の古樹
がそびえ立っていま
す。この木は推定
樹齢570年のヤマ
ザクラで高さ13ｍ、
枝は四方に約20ｍ
に渡って伸びてい
る県下最大級の
巨木で、その貫禄
に心を奪われます。

本能寺の変で討死した森蘭丸の弟森忠政が築いた平山城。明治の廃城令により建造物
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にも選ばれ、約1000本の桜が４５ｍにも及ぶ石垣をバックに咲き誇り、満開時には桜の雲
海にいるような眺望が楽しめます。さくらまつりは、毎年３月下旬～4月上旬開催。津山まな
びの鉄道館など周辺施設とあわせて入場料が割り引きになる周遊割も実施しています。

【個人】大人310円（中学生以下無料）、【団体】大人240円※30名以上
津山市山下135
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分、JR津山駅より徒歩約10分
大型車6台／普通車30台
8：40～19：00（4～9月）、8：40～17：00（10～3月）※さくらまつり期間中は7：30～22：00
12/29～12/31

大人４1０円（３２8円）、高校生以下無料・シニア１４０円
（１１２円）※（　）内は２０名以上の団体料金です。
※大人は１５～６４歳（中学生を除く）、シニアは６５歳以上
岡山市北区後楽園１-５
山陽自動車道岡山ＩＣより約20分
大型車12台（１回620円）／普通車570台（１時間毎100円）
7：30～18：00（3月20日～9月30日）、8：00～17：00
（10月1日～3月19日）
無休

由加山桜園地
ゆ　      が　  さん

無料
倉敷市児島由加
瀬戸中央自動車道水島ＩＣより約15分、児島ICより約20分
交通規制があり、臨時駐車場も開設されます。

大人310円、小人125円、団体（2０人以上）大人250
円、小人105円  ※増税に伴い変更の可能性あり
岡山市北区法界院3-1
山陽自動車道岡山ICより約15分
大型車有料／普通車有料
9：00～16：30（入園は16時まで）
毎週火曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
（12/29～1/3）　　　

大人（高校生含む） 306円、小人（小・中学生）204円
 ※団体料金（20名様以上）上記料金の10％オフ
岡山市北区建部町田地子1571-40
山陽自動車道岡山ICより約45分
大型車5台／普通車350台
通常9：00～17：00、夏期（7月15日～8月31日）9：00～18：00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
・桜祭り期間中及び夏休み期間中は月曜日開園
・冬季期間中は毎週月・火曜日が休園日

ソメイヨシノを中心に約
7000本もの桜が植栽され
ており、4月上旬には見事
な桜を満喫できます。公園
内にある深山イギリス庭園
は本格的な英国庭園で、園

内は６つのガーデンルームで構成され、それぞれのテーマに
基づいて約１３０種類、8000本の草花が植えられています。

イギリス庭園は小学生未満・障害者無料、小学生・65
歳以上100円、中学生以上200円／団体料金（15人
以上）中学生以上180円、小学生90円
玉野市田井２-４４９０
瀬戸中央自動車道水島ICより約30分
大型車20台／普通車1000台
公園内は２４時間鑑賞可能
無休【センターハウス、深山イギリス庭園、パターゴルフ、
ドッグランは水曜日 年末年始休館（祝日の場合は翌日）】
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0863-21-3486玉野市観光協会 086-722-3111（代）たけべの森公園

0868-76-0001大聖寺

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間

花が見頃の（まつり）期間のみ、大人300円（250円）、小・中学生150
円（100円）※15名以上、団体割引あり（   ）料金
和気郡和気町藤野1893
岡山駅から電車で３０分、相生から電車で３５分
中国自動車道美作ＩＣより約５０分、山陽自動車道和気ＩＣより約15分、
ＪＲ和気駅から北東へ約４㎞
町営路線バス（平日のみ）、タクシー・レンタサイクルをご利用下さい。
大型車11台／普通車650台
花が見頃の（まつり）期間のみ8：00～21：00（ライトアップあり）。
その他の期間は自由散策。

広さ7,000㎡の園内には、幅7m、総延長500mの藤棚を配し、北は北
海道函館から南は鹿児島県坊の津の藤。野生の藤が自生しない沖縄
を除く全国46都道府県の有名な藤を見ることができる。
国外では中国・韓国からも集められており、約100種類、150本の藤が
咲き乱れる「日本一の藤公園」。4月末～5月上旬には「藤まつり」があり
ます。

和気藤公園

お問い合わせ先

春は１００種１万５０００本の桜が約１か月間
にわたり咲き乱れ、中でも１．５ｋｍの枝垂
れ桜の小径は散策に最適です。
季節に応じたあじさいなどの花々や野鳥
を楽しむことが出来ます。

たけべの森

お問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
玉野市渋川2丁目内
瀬戸中央自動車道児島ICより20分
普通車1000台
4/29～5/5（藤まつり期間）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

祭り開催時1名500円（８０歳以上、中学生以下無料）
美作市大聖寺1
中国自動車道作東ICより約25分
大型車約１０台／普通車約１００台※あじさい花まつり期間中は普通車１台５００円、バス１台２,０００円
8：00～16：00（受付は15：30まで）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
苫田郡鏡野町奥津川西16-2
中国自動車道院庄ICより約25分
普通車30台
（紅葉シーズンは無料臨時駐車
場を利用）

※紅葉シーズンは一方通行規制あり。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人400円（320円）、小中学生100円（80円）、65歳以上200円※（　）内は30名以上の団体料金
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型車5台／普通車500台
通年9：00～17：00
12/29～31

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
真庭市田原山上2127
中国自動車道落合ICより約15分
大型車10台／普通車80台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
岡山市北区吉備津931
岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型車4台／普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付・御守り授与所8：30～16：00）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人（高校生含む）306円、小人（小・中学生）204円※団体料金（20名様以上）上記料金の10％オフ
岡山市北区建部町田地子1571-40
山陽自動車道岡山ICより約45分
大型車5台／普通車350台
通常9：00～17：00、夏期9：00～18：00（7月15日～8月31日）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、桜祭り期間中及び夏休み期間中は月曜日開園
冬季期間中は毎週月・火曜日が休園日

渋川藤まつりは、渋川
公園にて毎年GW期間
中の、藤の開花時期に
合わせて開催します。全
長900ｍ、日本有数の
長さを誇る藤棚に囲ま
れた園内は、各種イベン
トや特産品販売コー
ナーで賑わいます。

渋川

お問い合わせ先

「花の山寺」と呼ばれ、紅葉や
四季桜など四季折々に花を
楽しむことができますが、あじ
さいは約3,000株、約30種類。
普門寺境内と、周辺一帯に植
えられています。お寺の建物と、
周辺の茅葺き屋根との景観が
素晴らしいと好評です。
色とりどりに咲き誇るアジサ
イの開花時期に合わせて「花
の山寺 あじさい祭り」が開催
されます。

普門寺

お問い合わせ先

天平10年（738年）聖武天皇の勅命によって
開山されたと伝わる由緒あるお寺で、「山陽
花の寺二十四か寺」の第十三番札所でもあ
ります。四季折々の草花に囲まれた境内に
は、あじさいが「心」の字形で植えられ、約
5000株といわれています。築400年の本坊
では愛染明王を拝観でき、見事な日本庭園
とともに、藩主の使っていた部屋、京都御所
勅使の駕籠など多くの寺宝や、秘仏「愛染明
王」などを拝観できます。6月中旬から、あじ
さい七夕祭りが催され多くの人が訪れます。

別格本山 大聖寺

お問い合わせ先 0867-52-0739普門寺

全長約360ｍの廻廊の途中か
ら、岩山宮へ続く参道の両側
に紫陽花が咲き誇ります。
約1500株の紫陽花が斜面を
彩ります。

吉備津神社

お問い合わせ先 086-287-4111吉備津神社

０８６９-９３-1126和気町産業振興課

0866-92-8277

鳥取県と岡山県の県境に位置する
絶景スポット。北には鳥取県の名
峰・大山、振り向けば高原地帯に
描き出される蒜山一帯を一望でき
ます。
寒暖の差が広がる秋の夜明けには、
昇る朝日と集落を包む雲海とのコ
ントラストを楽しめることから、撮
影ポイントとしても人気です。

鬼女台展望休憩所

お問い合わせ先

画聖とも称えられる雪舟が、幼少の
ころ修業したと伝えられているのが
井山宝福寺です。涙でネズミを描い
たという逸話でも知られています。
県下で二番目に古く建立当初の姿
を留めている三重塔をはじめとし
た様々な貴重な文化財が、境内を
埋め尽くした紅葉に彩られる光景
は実に見応えがあり、優雅で心豊かな
時間を過ごしていただけます。

井山宝福寺

お問い合わせ先 0867-66-3220蒜山観光協会

0866-92-8277総社市 観光プロジェクト課

総社市 観光プロジェクト課

紅葉で有名な天神峡は、岡山
県指定の高梁川上流自然公園。
小田川渓谷約1㎞にわたり、楓、
樫、樅などの巨樹、老木が清流
に影を落とします。
自然の変化が四季折々の姿を
見せてくれます。

天神峡

お問い合わせ先

名勝豪渓は、高梁川の支流、槙
谷川の上流にある渓谷です。
天柱峰をはじめ、剣峰、盒子岩
など花崗岩のきりたった崖や
石柱が渓流の両岸に群立して
います。これらの岩石美と清
流・紅葉の調和が壮大な自然
美を造り出す景勝地で、国の
名勝地に指定されています。

名勝豪渓
ごうけ い

お問い合わせ先 0866-72-0112井原市芳井支所

0868-54-2987鏡野町産業観光課お問い合わせ先

奥津温泉の下流３ｋｍに渡り流れる吉井川沿いの渓谷で、吉井川の源流と花崗岩が長い
歳月をかけて形造った甌穴群は「東洋一」ともいわれています。秋は真っ赤なモミジやカエ
デを始めとした紅葉とあわせて、渓谷美を楽しむことができます。

名勝 奥津渓

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
総社市井尻野1968
岡山自動車道岡山総社ＩＣより約１５分、山陽自動車道倉敷ＩＣより約３０分
大型車3台／普通車75台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
真庭市蒜山下徳山1109
米子自動車道蒜山ICより約15分
大型車4台／普通車30台
9：00～17：00　売店（季節により変動あり）
開館期間中はなし（天候の悪い時は休業あり）、冬期12月頃～3月頃は道路の通行止により休館

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
総社市槙谷
JR伯備線豪渓駅からタクシーで約20分／岡山総社I.Cから車で約45分/倉敷I.Cから車で約50分
普通車40台／大型車3台
豪渓観光案内所　１１月１日～３０日　９：００～１６：００

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
井原市芳井町吉井
山陽自動車道笠岡ＩＣより約40分
大型車3台／普通車100台

0869-67-9900
0869-67-1436特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）／史跡入口お問い合わせ先

現存する日本最古の庶民教育のための学校。備前焼瓦の大屋根が特徴的な講堂は国宝に
指定されており、敷地内のほぼ全ての建造物が重要文化財に指定されている。樹齢約１００
歳の”楷の木”は、一対二本あり、11月初旬から左右で違う色に紅葉し、敷地内のモミジが
色づき、周囲の山と合わせて色鮮やかな紅葉となる。

旧閑谷学校 11月初旬～11月下旬

10月下旬～11月上旬11月中旬頃

11月中旬頃

11月中旬頃4月下旬～5月上旬

６月中旬～７月初旬

６月中旬～７月下旬

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

大人300円、中・高生200円、小学生以下無料
真庭市蒜山西茅部1480-64
蒜山ICより約10分
大型車8台
平日9:30～16:30、土日祝日9:00～17:00／4月～11月は無休

紫陽花園は、ガクアジサイが約
２万株あり、梅雨の季節には、
薄紫色の花が谷間を染めてい
きます。

紫陽花園（蒜山ハーブガーデンハービル）

お問い合わせ先 0867-66-4533蒜山ハーブガーデンハービル

　6月下旬～7月上旬

4月下旬～5月上旬

6月中旬～下旬6月中旬～7月初旬

11月中旬

き め ん  だ い
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0863-21-3486玉野市観光協会 086-722-3111（代）たけべの森公園

0868-76-0001大聖寺

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間

花が見頃の（まつり）期間のみ、大人300円（250円）、小・中学生150
円（100円）※15名以上、団体割引あり（   ）料金
和気郡和気町藤野1893
岡山駅から電車で３０分、相生から電車で３５分
中国自動車道美作ＩＣより約５０分、山陽自動車道和気ＩＣより約15分、
ＪＲ和気駅から北東へ約４㎞
町営路線バス（平日のみ）、タクシー・レンタサイクルをご利用下さい。
大型車11台／普通車650台
花が見頃の（まつり）期間のみ8：00～21：00（ライトアップあり）。
その他の期間は自由散策。

広さ7,000㎡の園内には、幅7m、総延長500mの藤棚を配し、北は北
海道函館から南は鹿児島県坊の津の藤。野生の藤が自生しない沖縄
を除く全国46都道府県の有名な藤を見ることができる。
国外では中国・韓国からも集められており、約100種類、150本の藤が
咲き乱れる「日本一の藤公園」。4月末～5月上旬には「藤まつり」があり
ます。

和気藤公園

お問い合わせ先

春は１００種１万５０００本の桜が約１か月間
にわたり咲き乱れ、中でも１．５ｋｍの枝垂
れ桜の小径は散策に最適です。
季節に応じたあじさいなどの花々や野鳥
を楽しむことが出来ます。

たけべの森

お問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
玉野市渋川2丁目内
瀬戸中央自動車道児島ICより20分
普通車1000台
4/29～5/5（藤まつり期間）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

祭り開催時1名500円（８０歳以上、中学生以下無料）
美作市大聖寺1
中国自動車道作東ICより約25分
大型車約１０台／普通車約１００台※あじさい花まつり期間中は普通車１台５００円、バス１台２,０００円
8：00～16：00（受付は15：30まで）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
苫田郡鏡野町奥津川西16-2
中国自動車道院庄ICより約25分
普通車30台
（紅葉シーズンは無料臨時駐車
場を利用）

※紅葉シーズンは一方通行規制あり。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人400円（320円）、小中学生100円（80円）、65歳以上200円※（　）内は30名以上の団体料金
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型車5台／普通車500台
通年9：00～17：00
12/29～31

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
真庭市田原山上2127
中国自動車道落合ICより約15分
大型車10台／普通車80台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
岡山市北区吉備津931
岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型車4台／普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付・御守り授与所8：30～16：00）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人（高校生含む）306円、小人（小・中学生）204円※団体料金（20名様以上）上記料金の10％オフ
岡山市北区建部町田地子1571-40
山陽自動車道岡山ICより約45分
大型車5台／普通車350台
通常9：00～17：00、夏期9：00～18：00（7月15日～8月31日）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、桜祭り期間中及び夏休み期間中は月曜日開園
冬季期間中は毎週月・火曜日が休園日

渋川藤まつりは、渋川
公園にて毎年GW期間
中の、藤の開花時期に
合わせて開催します。全
長900ｍ、日本有数の
長さを誇る藤棚に囲ま
れた園内は、各種イベン
トや特産品販売コー
ナーで賑わいます。

渋川

お問い合わせ先

「花の山寺」と呼ばれ、紅葉や
四季桜など四季折々に花を
楽しむことができますが、あじ
さいは約3,000株、約30種類。
普門寺境内と、周辺一帯に植
えられています。お寺の建物と、
周辺の茅葺き屋根との景観が
素晴らしいと好評です。
色とりどりに咲き誇るアジサ
イの開花時期に合わせて「花
の山寺 あじさい祭り」が開催
されます。

普門寺

お問い合わせ先

天平10年（738年）聖武天皇の勅命によって
開山されたと伝わる由緒あるお寺で、「山陽
花の寺二十四か寺」の第十三番札所でもあ
ります。四季折々の草花に囲まれた境内に
は、あじさいが「心」の字形で植えられ、約
5000株といわれています。築400年の本坊
では愛染明王を拝観でき、見事な日本庭園
とともに、藩主の使っていた部屋、京都御所
勅使の駕籠など多くの寺宝や、秘仏「愛染明
王」などを拝観できます。6月中旬から、あじ
さい七夕祭りが催され多くの人が訪れます。

別格本山 大聖寺

お問い合わせ先 0867-52-0739普門寺

全長約360ｍの廻廊の途中か
ら、岩山宮へ続く参道の両側
に紫陽花が咲き誇ります。
約1500株の紫陽花が斜面を
彩ります。

吉備津神社

お問い合わせ先 086-287-4111吉備津神社

０８６９-９３-1126和気町産業振興課

0866-92-8277

鳥取県と岡山県の県境に位置する
絶景スポット。北には鳥取県の名
峰・大山、振り向けば高原地帯に
描き出される蒜山一帯を一望でき
ます。
寒暖の差が広がる秋の夜明けには、
昇る朝日と集落を包む雲海とのコ
ントラストを楽しめることから、撮
影ポイントとしても人気です。

鬼女台展望休憩所

お問い合わせ先

画聖とも称えられる雪舟が、幼少の
ころ修業したと伝えられているのが
井山宝福寺です。涙でネズミを描い
たという逸話でも知られています。
県下で二番目に古く建立当初の姿
を留めている三重塔をはじめとし
た様々な貴重な文化財が、境内を
埋め尽くした紅葉に彩られる光景
は実に見応えがあり、優雅で心豊かな
時間を過ごしていただけます。

井山宝福寺

お問い合わせ先 0867-66-3220蒜山観光協会

0866-92-8277総社市 観光プロジェクト課

総社市 観光プロジェクト課

紅葉で有名な天神峡は、岡山
県指定の高梁川上流自然公園。
小田川渓谷約1㎞にわたり、楓、
樫、樅などの巨樹、老木が清流
に影を落とします。
自然の変化が四季折々の姿を
見せてくれます。

天神峡

お問い合わせ先

名勝豪渓は、高梁川の支流、槙
谷川の上流にある渓谷です。
天柱峰をはじめ、剣峰、盒子岩
など花崗岩のきりたった崖や
石柱が渓流の両岸に群立して
います。これらの岩石美と清
流・紅葉の調和が壮大な自然
美を造り出す景勝地で、国の
名勝地に指定されています。

名勝豪渓
ごうけ い

お問い合わせ先 0866-72-0112井原市芳井支所

0868-54-2987鏡野町産業観光課お問い合わせ先

奥津温泉の下流３ｋｍに渡り流れる吉井川沿いの渓谷で、吉井川の源流と花崗岩が長い
歳月をかけて形造った甌穴群は「東洋一」ともいわれています。秋は真っ赤なモミジやカエ
デを始めとした紅葉とあわせて、渓谷美を楽しむことができます。

名勝 奥津渓

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
総社市井尻野1968
岡山自動車道岡山総社ＩＣより約１５分、山陽自動車道倉敷ＩＣより約３０分
大型車3台／普通車75台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
真庭市蒜山下徳山1109
米子自動車道蒜山ICより約15分
大型車4台／普通車30台
9：00～17：00　売店（季節により変動あり）
開館期間中はなし（天候の悪い時は休業あり）、冬期12月頃～3月頃は道路の通行止により休館

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

無料
総社市槙谷
JR伯備線豪渓駅からタクシーで約20分／岡山総社I.Cから車で約45分/倉敷I.Cから車で約50分
普通車40台／大型車3台
豪渓観光案内所　１１月１日～３０日　９：００～１６：００

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
井原市芳井町吉井
山陽自動車道笠岡ＩＣより約40分
大型車3台／普通車100台

0869-67-9900
0869-67-1436特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）／史跡入口お問い合わせ先

現存する日本最古の庶民教育のための学校。備前焼瓦の大屋根が特徴的な講堂は国宝に
指定されており、敷地内のほぼ全ての建造物が重要文化財に指定されている。樹齢約１００
歳の”楷の木”は、一対二本あり、11月初旬から左右で違う色に紅葉し、敷地内のモミジが
色づき、周囲の山と合わせて色鮮やかな紅葉となる。

旧閑谷学校 11月初旬～11月下旬

10月下旬～11月上旬11月中旬頃

11月中旬頃

11月中旬頃4月下旬～5月上旬

６月中旬～７月初旬

６月中旬～７月下旬

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

大人300円、中・高生200円、小学生以下無料
真庭市蒜山西茅部1480-64
蒜山ICより約10分
大型車8台
平日9:30～16:30、土日祝日9:00～17:00／4月～11月は無休

紫陽花園は、ガクアジサイが約
２万株あり、梅雨の季節には、
薄紫色の花が谷間を染めてい
きます。

紫陽花園（蒜山ハーブガーデンハービル）

お問い合わせ先 0867-66-4533蒜山ハーブガーデンハービル

　6月下旬～7月上旬

4月下旬～5月上旬

6月中旬～下旬6月中旬～7月初旬

11月中旬

き め ん  だ い
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岡 山 花 ご よ み

桜

桜
（四季桜）

● 大人300円● 中高生200円
● 小学生以下無料
● 団体料金（２０名以上で設定あり）

大原美術館の鑑賞と
併せてどうぞ。

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

● 大人310円（中学生以下無料）
● 団体料金（30名以上）
   大人240円

● 大人400円（320円）● 小中学生
100円（80円）● 65歳以上200円
※（ ）内30名以上の団体料金

3月下旬～4月上旬 岡山後楽園 普通車570台
バス12台

岡山市北区
後楽園1-5

ソメイヨシノを中心に約280本の桜が各所に植えられており、
桜の林や桜のトンネルなどが楽しめます。 086-272-1148

無料

P.3参照

P.3参照

● 大人500円
● 小中学生300円5月下旬～6月上旬 旧野﨑家住宅 普通車36台

バス5台
倉敷市児島味野
1丁目11-19約120本のサツキが枯山水の庭を彩ります。 086-472-2001

あじさい

ニッコウキスゲ

ラベンダー

ひまわり

6月中旬～6月下旬
普門寺

（花の山寺）
普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127約3000株、30種類のアジサイが色とりどりに咲き誇ります。 0867-52-0739無料

6月下旬～7月中旬 木山寺 普通車20台
バス5台

真庭市木山
1212

約500株、華やかな洋種、可憐な和種、様々な種類が順番に
咲き誇ります。また、睡蓮は白色の花が池全体を彩ります。 0867-52-0377無料

6月 恩原高原 普通車300台
バス30台

鏡野町上齋原
2037

中国地方で最大級の、約18,000株のニッコウキスゲ（ゼンテイカ）が
初夏の美しい高原に咲き誇ります。 無料

6月中旬～7月上旬 吉備津神社 普通車400台
バス4台

岡山市北区
吉備津931斜面に咲く1,500株のあじさいが一面を彩ります。 086-287-4111無料

無料

6月中旬～7月初旬 たけべの森公園 普通車約450台
バス5台

岡山市北区建部町
田地子1571-403,500株のあじさいロードをお楽しみいただけます。 086-722-3111

● 大人500円
● 小中学生300円6月上旬～7月中旬 美咲花山園 普通車200台

バス10台
久米郡美咲町北
2822100種類2万株が園内を彩ります。 0867-27-9800

500円
あじさい花まつり期間中のみ6月中旬～7月中旬 大聖寺 あり（バス1台2,000円）

あじさい花まつり期間中のみ
岡山県美作市
大聖寺1

「山陽花の寺二十四か寺」の第十三番札所でもあり、四季折々の草花に囲まれた
境内にはあじさいが「心」の字形で植えられ、散策道を歩くことができます。

0868-76-0001
大聖寺

6月中旬～7月中旬 あじさいロード 普通車30台 岡山県美作市
巨勢656-1

頂上までの約2.5kmの山道は4品種・約3000株のあじさいが
植えられた“あじさいロード”として整備されています。

0868-72-6693
（美作市役所商工観光課）

0868-54-2987
（鏡野町産業観光課）

無料6月初旬～7月中旬 まきばの館 普通車100台
バス6台 美咲町北2272園内に7品種、約6,000株のラベンダーで心安らぐ香りに

包まれます。

備中国分寺の南側に隣接した田園風景の中に、
五重塔をバックにひまわりが咲き誇ります。

無料

無料

無料

P.3参照

P.3参照

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で見渡す限りの
ひまわりが楽しめます。

0867-27-2346

7月上旬～8月上旬 蒜山ハーブガーデン・
ハービル

普通車80台
バス8台

真庭市蒜山
西茅部1480-64

西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハーブガーデン、地元の山菜や山野草
を集めた山の幸公園、約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りが出来る
工房やショップレストランを備えた香りの館からなっています。

0867-66-4533

7月上旬～7月中旬 備中国分寺周辺 普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155

1582年、秀吉軍と毛利軍が戦った「高松城水攻め」があった場所を、公園として
整備。公園の中央にある7000平方メートルの広大な堀に、「宗治蓮」が
約4000平方メートルにわたって咲き乱れます。

７月中旬 備中高松城址 普通車30台
バス5台 ※1

岡山市北区
高松558-2 086-287-5554

井田ではピンクの可憐な花を咲かせる「大賀ハス」が、花葉の池では
白い花を咲かせる大輪の「一天四海」が楽しめます。６月下旬～７月下旬 岡山後楽園 普通車570台

バス12台
岡山市北区
後楽園1-5 086-272-1148

フランスにあるクロード・モネのアトリエの庭から、2000年6月に、直接
株分けされたもので、水に浮かぶピンク色や白色の花を観賞できます。5月中旬～10月初旬 大原美術館 バス：倉敷市バス専用

駐車場をご利用ください
倉敷市中央
1-1-15 086-422-0005

7月下旬～8月中旬
道の駅

笠岡ベイファーム
普通車195台
バス46台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-2147

牧エリアでひまわりが咲きます。7月下旬～8月上旬
おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

無料約60㎡に約8万本ものひまわりが咲き、緑の山々との
コントラストがきれいです。7月下旬～8月上旬

ひるぜん
ジャージーランド

普通車300台
バス3台

真庭市蒜山中
福田956-222 0867-66-7011

無料

無料

無料

蒜山インター降りてすぐ、約30アールに約35,000本もの
ひまわりが咲き出迎えてくれます。8月中旬 道の駅 風の家 普通車224台

バス6台
真庭市蒜山
上徳山1380-6 0867-66-4393

無料岡山県北部の高原地帯や山間地は、昼夜の温度差が大きく、
蕎麦づくりの好適地。道の駅の裏には、ソバ畑が広がります。９月上旬～中旬 道の駅 風の家 真庭市蒜山

上徳山1380-6
0867-66-3220
（蒜山観光協会）

赤米

ソバ

普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155備中国分寺前に広がる赤米の稲穂が赤く色づきます。

見ごろは1～2週間と短いです。9月中旬 備中国分寺前

アッケシソウ

コスモス
● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

● 大人400円（320円）● 小中学生
100円（80円）● 65歳以上200円
※（ ）内30名以上の団体料金

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

園内全体で100万本のコスモスが咲きます。

北房インターからすぐの広場にコスモスが咲き乱れる。備中川沿い
約6㎞に及ぶコスモス街道をのんびり散策してみるのもおすすめ。

10月中
おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車30台
バス可

真庭市上水田
6328-1

0866-52-2111
（真庭市役所北房振興局）10月上旬 北房コスモス広場

無料道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で、見渡す限りの
コスモス畑が楽しめます。

普通車195台
バス46台

普通車20台
バス5台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-21479月下旬～10月下旬

道の駅
笠岡ベイファーム

無料本州唯一のアッケシソウの自生地とされており、
期間中はガイド付きで見学も可能です。

普通車150台
バス5台（浅口市三ツ山
スポーツ公園駐車場）

浅口市寄島町
寄島干拓地内 0865-54-311010月中旬

アッケシソウ
自生地

紅葉

無料寺の境内のあちこちで鮮やかな色合いを楽しませてくれます。 真庭市木山
1212 0867-52-037710月中旬～11月中旬 木山寺

普通車20台
バス2台無料奇岩絶壁と秋の山の目が覚めるような美しい紅葉、

大小13個の甌穴が見物です。 鏡野町奥津 0868-54-298710月下旬～11月中旬 奥津渓

普通車40台
バス3台

無料岩石美と、清流と紅葉の調和した渓谷が
壮大な自然美をくりひろげます。 総社市槙谷 0866-82-827711月 名勝豪渓

普通車100台
バス可

無料

無料

急流に浸食され、そそり立つ絶壁の岩肌を飾るように
ケヤキやイロハカエデの紅葉は見ものです。

吉備中央町
下加茂1760 0866-54-130111月 宇甘渓

普通車500台
バス5台

史跡内正面及び講堂から見る赤と黄に紅葉した
2本の楷の大木は圧巻です。

備前市閑谷
784 0869-67-990011月上旬～11月下旬 旧閑谷学校

75台
バス3台2000本以上あるもみじやかえでが、境内を鮮やかに彩ります。 総社市井尻野

1698 0866-92-827711月中旬 井山宝福寺

無料 普通車80台
バス10台紅葉の赤と四季桜のピンクのコントラストが楽しめます。 真庭市田原山上

2127 0867-52-073911月上旬～11月下旬
普門寺

（花の山寺）

無料 普通車30台
バス4台

鳥取県と岡山県の県境に位置する絶景スポット。
名峰・大山や蒜山一帯を一望できます。

真庭市蒜山
下徳山1109

0867－66－3220
（蒜山観光協会）10月下旬～11月上旬

鬼女台展望
休憩所

無料岡山県指定の高梁川上流自然公園。小田川渓谷約1㎞にわたり、
楓、樫、樅などの巨樹、老木が清流に影を落とす。 井原市芳井町　11月中旬 天神峡

P.3参照

無料

0866-72-0112

梅

菜の花

普通車570台
バス12台

白梅や紅梅、約100本が後楽園を華やかに彩ります。 岡山市北区
後楽園1-5 086-272-11482月上旬～3月上旬 岡山後楽園

普通車70台

普通車100台
バス3台

紅梅、白梅、しだれ梅約500本の梅林があり、開花時には
梅まつりが行われます。

岡山市東区
神崎町2450 086-946-05452月中旬～3月中旬 神崎緑地公園

無料 普通車86台
バス可

約4haの園内に紅白あわせて14品種の梅の木が咲き乱れます。
展望台からの眺めも抜群です。

津山市神代
436-1 0868-32-70143月中旬 梅の里公園

無料 普通車70台
バス可

備前焼の窯元山麓窯で、1500本11種類の梅が咲き乱れ、
3月中旬には梅まつりが開催されます。

備前市東片上
1281-21 0869-64-21762月下旬～3月下旬 山麓窯

無料 普通車195台
バス46台

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で
見渡す限りの菜の花が楽しめます。

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-21472月初旬～4月中旬

道の駅
笠岡ベイファーム

無料 普通車250台奈義町現代美術館から那岐山へと延びる「シンボルロード」の両脇、
約1kmにわたって菜の花が咲き誇り、一面を黄色に染め上げます。

奈義町豊沢 0868-36-73114月中旬～4月下旬
シンボルロードの
菜の花畑

約80万本の菜の花が咲きます。3月中旬～4月中旬 おかやまフォレストパーク
ドイツの森

3月下旬～4月上旬 井原提 普通車50台
（桜の時期は200台）

井原市井原町
3616番地付近

小田川の土手沿い約2キロにわたり約800本の桜
（ソメイヨシノ）並木が続きます。 0866-62-8850

無料

無料

3月下旬～4月上旬
円通寺

（円通寺公園）
普通車100台
バス10台

倉敷市玉島
柏島451

約500本のソメイヨシノがあたりを桜色に染め上げる
風景をお楽しみいただけます。 086-522-8115

3月下旬～5月上旬 たけべの森公園 普通車約450台
バス5台

岡山市北区建部町
田地子1571-40

100種1万5,000本の桜が約1か月間にわたって次々と
開花し、さまざまな表情を見せてくれます。 086-722-3111

4月上旬
岡山さくらカーニバル
（旭川河川敷一帯）

専用駐車場なし
公共交通機関をご利用ください

岡山市中区
（旭川河川敷一帯）

旭川河川敷に咲く約250本の桜で花見を楽しむことができます。
夜間は21時までライトアップされ、夜桜も楽しめます。 086-803-1382

086-426-3495無料　3月下旬～4月上旬
交通規制があり、臨時
駐車場も開設されます

蓮台寺、由加神社のある由加山は、厄除けの総本山としても有名。
山頂の園地には、ソメイヨシノなど約500本の桜が咲き誇ります。

3月下旬～4月上旬 岡山市半田山植物園 普通車93台 岡山市北区
法界院3-1

園内には約800本のソメイヨシノがあり、満開の時期には山全体がピンク色に
染まります。樹齢100年を超える長寿のソメイヨシノも見どころのひとつです。 086-252-4183

無料4月上旬 みやま公園 普通車、バス、
障がい者 計1,000台

玉野市田井
2-4490

約200haの広大な面積を誇るみやま公園内に、 
約7,000本の桜が咲き誇ります。 0863-21-2860

無料4月上旬 醍醐桜
第1駐車場35台
第2駐車場70台
第3駐車場30台

真庭市別所
2277

里山に現れる枝張りは東西南北20ｍに及ぶ推定樹齢1000年の
アズマヒガン。県下一の巨木といわれ、美しい花を咲かせます。

0867-52-1111
（真庭市役所落合振興局）

無料

無料

4月上旬 紺屋川 美観地区 高梁市観光駐車場 高梁市鍛冶町

倉敷市児島
由加

日本の道100選にも選ばれた道。桜の開花時期に、
「備中たかはし町家通りのひなまつり」が開催される。

0867-56-2628
（新庄村役場産業建設課）

3月下旬～4月中旬
津山城

（鶴山公園）
普通車30台
バス6台 津山市山下135「さくら名所百選」にも選ばれた日本有数の桜の名所。

毎年3月下旬～4月中旬に「津山さくらまつり」が開催されます。 0868-22-3310

4月上旬 久世トンネル桜 普通車200台 真庭市惣付近旭川の岸約1kmにわたって、約180本のソメイヨシノが
咲きほこり、夜桜も楽しめます。 0867-45-7111

0866-21-0217
（高梁市観光課）

無料4月上旬～4月中旬 三休公園 普通車250台
バス5台

美咲町西川上
400-11園内に約5,000本、ダム沿いに約3,000本の桜が咲き誇ります。 0867-27-2039

無料4月上旬～4月中旬 がいせん桜 普通車50台
バス10台

新庄村上町～
旭町

明治39年、日露戦争の凱旋を祝って植えられた100本以上の
桜並木が、宿場町の街道に沿って約400m続きます。

無料4月中旬 美甘宿場桜 約40台 真庭市美甘旧出雲街道美甘宿の町裏の堤防に、約600mにわたり、約50
本の桜並木が魅了します。夜間はライトアップも楽しめます。

0867-56-2611
（真庭市役所美甘振興局）

無料4月上旬～4月中旬
バレンタインパーク

作東 普通車100台 美作市江見
945

400本のソメイヨシノが植えられ、毎年4月上旬にはピンク色の桜の花が咲き
乱れます。満開時はまるで桜のトンネルのようで、多くの花見客で賑わいます。

0868-75-1111
（美作市作東総合支所）

無料4月上旬～4月中旬
10月下旬～11月中旬

普門寺
（花の山寺）

普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127

春と秋の数回にわたって咲く桜は、時には、
雪との競演を楽しめることもあります。 0867-52-0739

芝桜 4月中旬～5月上旬 協力金100円

無料

おおがや芝桜公園 スキー場駐車場20台
（北へ1キロ）

英田郡西粟倉村
大茅845周辺棚田のあぜ道に16,000株、5色の芝桜が広がります。 090-7371-9809

椿
3月下旬～4月上旬 旧閑谷学校 普通車500台

バス5台
備前市閑谷
784

約400本のヤブツバキが両側から覆い、まるで椿の
トンネルのように鮮やかに咲きます。 0869-67-9900

4月上旬 圀勝寺
こくしょうじ

由加山桜園地
ゆがさん

普通車10台 矢掛町東三成
1344

樹齢350年を超える八重椿の落花が、
真紅の絨毯を織りなします。

0866-82-1016
（矢掛町産業観光課）

無料

無料

● 大人700円（600円）● 3才～小学生500円（400円）
●  65歳以上500円（400円） ※（  ）内20名以上の団体
料金、障がい者手帳をお持ちの方は割引有り

● 大人（中学生以上）600円
● 小人（3歳以上小学生以下）300円
● 団体料金（30名以上で設定有り）

● 大人500円
● 中高生300円
● 小人200円

藤

サツキ

レンゲ

ポピー

バラ

4月末～5月上旬

4月中旬～5月上旬

渋川公園 1,000台 玉野市渋川
2丁目

渋川藤まつりは、毎年GW期間中の、藤の開花時期に
合わせて開催。全長900ｍ、日本有数の長さを誇ります。

国分寺周辺がピンク色に染まります。
毎年4月29日に「吉備路れんげまつり」が行われます。

0863-21-3486

備中国分寺周辺 普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155

シャクナゲ
ジョイフルパーク内に整備された遊歩道の「ひるぜん花の森」を中心
として約100種類、20,000株ものしゃくなげが見事に咲き乱れます。5月

ヒルゼン高原センター・
ジョイフルパーク 700台 真庭市蒜山

上福田1205-197 0867-66-3600

● 大人500円
● 小中学生300円500本が咲き乱れます。4月下旬～5月中旬 美咲花山園 普通車200台

バス10台
久米郡美咲町
北2822 0867-27-9800

無料推定樹齢130年の日本石楠花（寺境内内約70本）と
西洋石楠花（寺境内・周辺に約150本）が楽しめます。4月下旬～5月上旬

普門寺
（花の山寺）

普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127 0867-52-0739

無料

無料

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で
見渡す限りのポピーが楽しめます。4月下旬～5月中旬

5月中旬～6月上旬

道の駅
笠岡ベイファーム

普通車195台
バス46台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-2147

大輪系・中輪系など450品種・15,000株のバラが
同心円形花壇に一斉に咲きます。

5月中旬～6月中旬
10月中旬～11月中旬 RSKバラ園 普通車700台

バス10台
岡山市北区
撫川1592-1 086-293-2121

オールドローズ、イングリッシュローズなどが約800本、四季折々の草花に彩られた本格
イングリッシュガーデン。6月初旬、満開のバラに覆われたガゼボは最大の見もの。熊山英国庭園 80台

バス可
赤磐市殿谷
170-1 086-995-9300

5月下旬～6月上旬
遠くは大山を見渡せるロケーションを活かしてオープン。園内
メイン植物園でもある約100種類のバラも見事に咲き誇ります。きびの森植物園 普通車50台

バス10台
加賀郡吉備中央町
下加茂1506-109 0867-34-1787

● 大人(中学生以上)200円 ● 小人
(小学生)100円 ● 65歳以上100円
● 小学生未満、障害者無料

5月下旬～6月上旬
英国をイメージする四季咲きのイングリッシュローズや
つるバラを約100株植栽しています。深山イギリス庭園 普通車、バス、

障がい者 計1,000台
玉野市田井
2-4490 0863-21-2860

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり
● 入園料大人300円／中・高生200円
／小学生以下無料
● 団体料金（２０名以上で設定あり）

5月上旬～8月中旬
10月上旬～11月上旬

ヨーロッパ風のバラ園。四季折々の花と、バラがうまく
調和して、鮮やかな光景で楽しませてくれます。

おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

5月下旬～6月上旬 唯心山や延養亭を中心に、ピンクや朱色のサツキが彩ります。岡山後楽園 普通車570台
バス12台

岡山市北区
後楽園1-5 086-272-1148

　4月～11月
西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハーブガーデン、地元の山菜や山野草を
集めた山の幸公園約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りが出来る工房や
ショップレストランを備えた香りの館が総面積３haの敷地内で楽しめます。

蒜山ハーブガーデン
ハービル

普通車80台
バス8台

真庭市蒜山
西茅部1480-64 0867-66-4533

● 大人300円 ● 中高生200円
● 団体料金（30名以上で
   設定有り）

5月下旬～6月上旬 大刈込のサツキの開花が、名園の美をより一層華やかにします。頼久寺庭園 普通車10台 高梁市
頼久寺18 0866-22-3516

見頃 特徴 料金種類 駐車場場所 所在地 お問い合わせ

見頃 特徴 料金種類 駐車場場所 所在地 お問い合わせ

● 大人（一般）300円
● 小人（小中学生）150円
● 団体料金（15名以上）大人250円/小人100円

4月末～5月上旬 藤公園 普通車650台
バス11台

和気町藤野
1893

「日本一の藤公園」として、約100種類の紫、ピンク、白色の
藤が咲き乱れます。 0869-93-1126

ハス

※1  バス駐車は、高松城址公園資料館へ電話で事前に確認ください

普通車224台
バス6台

P.3参照

P.3参照
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岡 山 花 ご よ み

桜

桜
（四季桜）

● 大人300円● 中高生200円
● 小学生以下無料
● 団体料金（２０名以上で設定あり）

大原美術館の鑑賞と
併せてどうぞ。

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

● 大人310円（中学生以下無料）
● 団体料金（30名以上）
   大人240円

● 大人400円（320円）● 小中学生
100円（80円）● 65歳以上200円
※（ ）内30名以上の団体料金

3月下旬～4月上旬 岡山後楽園 普通車570台
バス12台

岡山市北区
後楽園1-5

ソメイヨシノを中心に約280本の桜が各所に植えられており、
桜の林や桜のトンネルなどが楽しめます。 086-272-1148

無料

P.3参照

P.3参照

● 大人500円
● 小中学生300円5月下旬～6月上旬 旧野﨑家住宅 普通車36台

バス5台
倉敷市児島味野
1丁目11-19約120本のサツキが枯山水の庭を彩ります。 086-472-2001

あじさい

ニッコウキスゲ

ラベンダー

ひまわり

6月中旬～6月下旬
普門寺

（花の山寺）
普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127約3000株、30種類のアジサイが色とりどりに咲き誇ります。 0867-52-0739無料

6月下旬～7月中旬 木山寺 普通車20台
バス5台

真庭市木山
1212

約500株、華やかな洋種、可憐な和種、様々な種類が順番に
咲き誇ります。また、睡蓮は白色の花が池全体を彩ります。 0867-52-0377無料

6月 恩原高原 普通車300台
バス30台

鏡野町上齋原
2037

中国地方で最大級の、約18,000株のニッコウキスゲ（ゼンテイカ）が
初夏の美しい高原に咲き誇ります。 無料

6月中旬～7月上旬 吉備津神社 普通車400台
バス4台

岡山市北区
吉備津931斜面に咲く1,500株のあじさいが一面を彩ります。 086-287-4111無料

無料

6月中旬～7月初旬 たけべの森公園 普通車約450台
バス5台

岡山市北区建部町
田地子1571-403,500株のあじさいロードをお楽しみいただけます。 086-722-3111

● 大人500円
● 小中学生300円6月上旬～7月中旬 美咲花山園 普通車200台

バス10台
久米郡美咲町北
2822100種類2万株が園内を彩ります。 0867-27-9800

500円
あじさい花まつり期間中のみ6月中旬～7月中旬 大聖寺 あり（バス1台2,000円）

あじさい花まつり期間中のみ
岡山県美作市
大聖寺1

「山陽花の寺二十四か寺」の第十三番札所でもあり、四季折々の草花に囲まれた
境内にはあじさいが「心」の字形で植えられ、散策道を歩くことができます。

0868-76-0001
大聖寺

6月中旬～7月中旬 あじさいロード 普通車30台 岡山県美作市
巨勢656-1

頂上までの約2.5kmの山道は4品種・約3000株のあじさいが
植えられた“あじさいロード”として整備されています。

0868-72-6693
（美作市役所商工観光課）

0868-54-2987
（鏡野町産業観光課）

無料6月初旬～7月中旬 まきばの館 普通車100台
バス6台 美咲町北2272園内に7品種、約6,000株のラベンダーで心安らぐ香りに

包まれます。

備中国分寺の南側に隣接した田園風景の中に、
五重塔をバックにひまわりが咲き誇ります。

無料

無料

無料

P.3参照

P.3参照

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で見渡す限りの
ひまわりが楽しめます。

0867-27-2346

7月上旬～8月上旬 蒜山ハーブガーデン・
ハービル

普通車80台
バス8台

真庭市蒜山
西茅部1480-64

西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハーブガーデン、地元の山菜や山野草
を集めた山の幸公園、約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りが出来る
工房やショップレストランを備えた香りの館からなっています。

0867-66-4533

7月上旬～7月中旬 備中国分寺周辺 普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155

1582年、秀吉軍と毛利軍が戦った「高松城水攻め」があった場所を、公園として
整備。公園の中央にある7000平方メートルの広大な堀に、「宗治蓮」が
約4000平方メートルにわたって咲き乱れます。

７月中旬 備中高松城址 普通車30台
バス5台 ※1

岡山市北区
高松558-2 086-287-5554

井田ではピンクの可憐な花を咲かせる「大賀ハス」が、花葉の池では
白い花を咲かせる大輪の「一天四海」が楽しめます。６月下旬～７月下旬 岡山後楽園 普通車570台

バス12台
岡山市北区
後楽園1-5 086-272-1148

フランスにあるクロード・モネのアトリエの庭から、2000年6月に、直接
株分けされたもので、水に浮かぶピンク色や白色の花を観賞できます。5月中旬～10月初旬 大原美術館 バス：倉敷市バス専用

駐車場をご利用ください
倉敷市中央
1-1-15 086-422-0005

7月下旬～8月中旬
道の駅

笠岡ベイファーム
普通車195台
バス46台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-2147

牧エリアでひまわりが咲きます。7月下旬～8月上旬
おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

無料約60㎡に約8万本ものひまわりが咲き、緑の山々との
コントラストがきれいです。7月下旬～8月上旬

ひるぜん
ジャージーランド

普通車300台
バス3台

真庭市蒜山中
福田956-222 0867-66-7011

無料

無料

無料

蒜山インター降りてすぐ、約30アールに約35,000本もの
ひまわりが咲き出迎えてくれます。8月中旬 道の駅 風の家 普通車224台

バス6台
真庭市蒜山
上徳山1380-6 0867-66-4393

無料岡山県北部の高原地帯や山間地は、昼夜の温度差が大きく、
蕎麦づくりの好適地。道の駅の裏には、ソバ畑が広がります。９月上旬～中旬 道の駅 風の家 真庭市蒜山

上徳山1380-6
0867-66-3220
（蒜山観光協会）

赤米

ソバ

普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155備中国分寺前に広がる赤米の稲穂が赤く色づきます。

見ごろは1～2週間と短いです。9月中旬 備中国分寺前

アッケシソウ

コスモス
● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

● 大人400円（320円）● 小中学生
100円（80円）● 65歳以上200円
※（ ）内30名以上の団体料金

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

園内全体で100万本のコスモスが咲きます。

北房インターからすぐの広場にコスモスが咲き乱れる。備中川沿い
約6㎞に及ぶコスモス街道をのんびり散策してみるのもおすすめ。

10月中
おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車30台
バス可

真庭市上水田
6328-1

0866-52-2111
（真庭市役所北房振興局）10月上旬 北房コスモス広場

無料道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で、見渡す限りの
コスモス畑が楽しめます。

普通車195台
バス46台

普通車20台
バス5台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-21479月下旬～10月下旬

道の駅
笠岡ベイファーム

無料本州唯一のアッケシソウの自生地とされており、
期間中はガイド付きで見学も可能です。

普通車150台
バス5台（浅口市三ツ山
スポーツ公園駐車場）

浅口市寄島町
寄島干拓地内 0865-54-311010月中旬

アッケシソウ
自生地

紅葉

無料寺の境内のあちこちで鮮やかな色合いを楽しませてくれます。 真庭市木山
1212 0867-52-037710月中旬～11月中旬 木山寺

普通車20台
バス2台無料奇岩絶壁と秋の山の目が覚めるような美しい紅葉、

大小13個の甌穴が見物です。 鏡野町奥津 0868-54-298710月下旬～11月中旬 奥津渓

普通車40台
バス3台

無料岩石美と、清流と紅葉の調和した渓谷が
壮大な自然美をくりひろげます。 総社市槙谷 0866-82-827711月 名勝豪渓

普通車100台
バス可

無料

無料

急流に浸食され、そそり立つ絶壁の岩肌を飾るように
ケヤキやイロハカエデの紅葉は見ものです。

吉備中央町
下加茂1760 0866-54-130111月 宇甘渓

普通車500台
バス5台

史跡内正面及び講堂から見る赤と黄に紅葉した
2本の楷の大木は圧巻です。

備前市閑谷
784 0869-67-990011月上旬～11月下旬 旧閑谷学校

75台
バス3台2000本以上あるもみじやかえでが、境内を鮮やかに彩ります。 総社市井尻野

1698 0866-92-827711月中旬 井山宝福寺

無料 普通車80台
バス10台紅葉の赤と四季桜のピンクのコントラストが楽しめます。 真庭市田原山上

2127 0867-52-073911月上旬～11月下旬
普門寺

（花の山寺）

無料 普通車30台
バス4台

鳥取県と岡山県の県境に位置する絶景スポット。
名峰・大山や蒜山一帯を一望できます。

真庭市蒜山
下徳山1109

0867－66－3220
（蒜山観光協会）10月下旬～11月上旬

鬼女台展望
休憩所

無料岡山県指定の高梁川上流自然公園。小田川渓谷約1㎞にわたり、
楓、樫、樅などの巨樹、老木が清流に影を落とす。 井原市芳井町　11月中旬 天神峡

P.3参照

無料

0866-72-0112

梅

菜の花

普通車570台
バス12台

白梅や紅梅、約100本が後楽園を華やかに彩ります。 岡山市北区
後楽園1-5 086-272-11482月上旬～3月上旬 岡山後楽園

普通車70台

普通車100台
バス3台

紅梅、白梅、しだれ梅約500本の梅林があり、開花時には
梅まつりが行われます。

岡山市東区
神崎町2450 086-946-05452月中旬～3月中旬 神崎緑地公園

無料 普通車86台
バス可

約4haの園内に紅白あわせて14品種の梅の木が咲き乱れます。
展望台からの眺めも抜群です。

津山市神代
436-1 0868-32-70143月中旬 梅の里公園

無料 普通車70台
バス可

備前焼の窯元山麓窯で、1500本11種類の梅が咲き乱れ、
3月中旬には梅まつりが開催されます。

備前市東片上
1281-21 0869-64-21762月下旬～3月下旬 山麓窯

無料 普通車195台
バス46台

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で
見渡す限りの菜の花が楽しめます。

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-21472月初旬～4月中旬

道の駅
笠岡ベイファーム

無料 普通車250台奈義町現代美術館から那岐山へと延びる「シンボルロード」の両脇、
約1kmにわたって菜の花が咲き誇り、一面を黄色に染め上げます。

奈義町豊沢 0868-36-73114月中旬～4月下旬
シンボルロードの
菜の花畑

約80万本の菜の花が咲きます。3月中旬～4月中旬 おかやまフォレストパーク
ドイツの森

3月下旬～4月上旬 井原提 普通車50台
（桜の時期は200台）

井原市井原町
3616番地付近

小田川の土手沿い約2キロにわたり約800本の桜
（ソメイヨシノ）並木が続きます。 0866-62-8850

無料

無料

3月下旬～4月上旬
円通寺

（円通寺公園）
普通車100台
バス10台

倉敷市玉島
柏島451

約500本のソメイヨシノがあたりを桜色に染め上げる
風景をお楽しみいただけます。 086-522-8115

3月下旬～5月上旬 たけべの森公園 普通車約450台
バス5台

岡山市北区建部町
田地子1571-40

100種1万5,000本の桜が約1か月間にわたって次々と
開花し、さまざまな表情を見せてくれます。 086-722-3111

4月上旬
岡山さくらカーニバル
（旭川河川敷一帯）

専用駐車場なし
公共交通機関をご利用ください

岡山市中区
（旭川河川敷一帯）

旭川河川敷に咲く約250本の桜で花見を楽しむことができます。
夜間は21時までライトアップされ、夜桜も楽しめます。 086-803-1382

086-426-3495無料　3月下旬～4月上旬
交通規制があり、臨時
駐車場も開設されます

蓮台寺、由加神社のある由加山は、厄除けの総本山としても有名。
山頂の園地には、ソメイヨシノなど約500本の桜が咲き誇ります。

3月下旬～4月上旬 岡山市半田山植物園 普通車93台 岡山市北区
法界院3-1

園内には約800本のソメイヨシノがあり、満開の時期には山全体がピンク色に
染まります。樹齢100年を超える長寿のソメイヨシノも見どころのひとつです。 086-252-4183

無料4月上旬 みやま公園 普通車、バス、
障がい者 計1,000台

玉野市田井
2-4490

約200haの広大な面積を誇るみやま公園内に、 
約7,000本の桜が咲き誇ります。 0863-21-2860

無料4月上旬 醍醐桜
第1駐車場35台
第2駐車場70台
第3駐車場30台

真庭市別所
2277

里山に現れる枝張りは東西南北20ｍに及ぶ推定樹齢1000年の
アズマヒガン。県下一の巨木といわれ、美しい花を咲かせます。

0867-52-1111
（真庭市役所落合振興局）

無料

無料

4月上旬 紺屋川 美観地区 高梁市観光駐車場 高梁市鍛冶町

倉敷市児島
由加

日本の道100選にも選ばれた道。桜の開花時期に、
「備中たかはし町家通りのひなまつり」が開催される。

0867-56-2628
（新庄村役場産業建設課）

3月下旬～4月中旬
津山城

（鶴山公園）
普通車30台
バス6台 津山市山下135「さくら名所百選」にも選ばれた日本有数の桜の名所。

毎年3月下旬～4月中旬に「津山さくらまつり」が開催されます。 0868-22-3310

4月上旬 久世トンネル桜 普通車200台 真庭市惣付近旭川の岸約1kmにわたって、約180本のソメイヨシノが
咲きほこり、夜桜も楽しめます。 0867-45-7111

0866-21-0217
（高梁市観光課）

無料4月上旬～4月中旬 三休公園 普通車250台
バス5台

美咲町西川上
400-11園内に約5,000本、ダム沿いに約3,000本の桜が咲き誇ります。 0867-27-2039

無料4月上旬～4月中旬 がいせん桜 普通車50台
バス10台

新庄村上町～
旭町

明治39年、日露戦争の凱旋を祝って植えられた100本以上の
桜並木が、宿場町の街道に沿って約400m続きます。

無料4月中旬 美甘宿場桜 約40台 真庭市美甘旧出雲街道美甘宿の町裏の堤防に、約600mにわたり、約50
本の桜並木が魅了します。夜間はライトアップも楽しめます。

0867-56-2611
（真庭市役所美甘振興局）

無料4月上旬～4月中旬
バレンタインパーク

作東 普通車100台 美作市江見
945

400本のソメイヨシノが植えられ、毎年4月上旬にはピンク色の桜の花が咲き
乱れます。満開時はまるで桜のトンネルのようで、多くの花見客で賑わいます。

0868-75-1111
（美作市作東総合支所）

無料4月上旬～4月中旬
10月下旬～11月中旬

普門寺
（花の山寺）

普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127

春と秋の数回にわたって咲く桜は、時には、
雪との競演を楽しめることもあります。 0867-52-0739

芝桜 4月中旬～5月上旬 協力金100円

無料

おおがや芝桜公園 スキー場駐車場20台
（北へ1キロ）

英田郡西粟倉村
大茅845周辺棚田のあぜ道に16,000株、5色の芝桜が広がります。 090-7371-9809

椿
3月下旬～4月上旬 旧閑谷学校 普通車500台

バス5台
備前市閑谷
784

約400本のヤブツバキが両側から覆い、まるで椿の
トンネルのように鮮やかに咲きます。 0869-67-9900

4月上旬 圀勝寺
こくしょうじ

由加山桜園地
ゆがさん

普通車10台 矢掛町東三成
1344

樹齢350年を超える八重椿の落花が、
真紅の絨毯を織りなします。

0866-82-1016
（矢掛町産業観光課）

無料

無料

● 大人700円（600円）● 3才～小学生500円（400円）
●  65歳以上500円（400円） ※（  ）内20名以上の団体
料金、障がい者手帳をお持ちの方は割引有り

● 大人（中学生以上）600円
● 小人（3歳以上小学生以下）300円
● 団体料金（30名以上で設定有り）

● 大人500円
● 中高生300円
● 小人200円

藤

サツキ

レンゲ

ポピー

バラ

4月末～5月上旬

4月中旬～5月上旬

渋川公園 1,000台 玉野市渋川
2丁目

渋川藤まつりは、毎年GW期間中の、藤の開花時期に
合わせて開催。全長900ｍ、日本有数の長さを誇ります。

国分寺周辺がピンク色に染まります。
毎年4月29日に「吉備路れんげまつり」が行われます。

0863-21-3486

備中国分寺周辺 普通車160台
バス22台

総社市上林
1046 0866-94-3155

シャクナゲ
ジョイフルパーク内に整備された遊歩道の「ひるぜん花の森」を中心
として約100種類、20,000株ものしゃくなげが見事に咲き乱れます。5月

ヒルゼン高原センター・
ジョイフルパーク 700台 真庭市蒜山

上福田1205-197 0867-66-3600

● 大人500円
● 小中学生300円500本が咲き乱れます。4月下旬～5月中旬 美咲花山園 普通車200台

バス10台
久米郡美咲町
北2822 0867-27-9800

無料推定樹齢130年の日本石楠花（寺境内内約70本）と
西洋石楠花（寺境内・周辺に約150本）が楽しめます。4月下旬～5月上旬

普門寺
（花の山寺）

普通車80台
バス10台

真庭市田原山上
2127 0867-52-0739

無料

無料

道の駅「笠岡ベイファーム」周辺で
見渡す限りのポピーが楽しめます。4月下旬～5月中旬

5月中旬～6月上旬

道の駅
笠岡ベイファーム

普通車195台
バス46台

笠岡市カブト
南町245-5 0865-69-2147

大輪系・中輪系など450品種・15,000株のバラが
同心円形花壇に一斉に咲きます。

5月中旬～6月中旬
10月中旬～11月中旬 RSKバラ園 普通車700台

バス10台
岡山市北区
撫川1592-1 086-293-2121

オールドローズ、イングリッシュローズなどが約800本、四季折々の草花に彩られた本格
イングリッシュガーデン。6月初旬、満開のバラに覆われたガゼボは最大の見もの。熊山英国庭園 80台

バス可
赤磐市殿谷
170-1 086-995-9300

5月下旬～6月上旬
遠くは大山を見渡せるロケーションを活かしてオープン。園内
メイン植物園でもある約100種類のバラも見事に咲き誇ります。きびの森植物園 普通車50台

バス10台
加賀郡吉備中央町
下加茂1506-109 0867-34-1787

● 大人(中学生以上)200円 ● 小人
(小学生)100円 ● 65歳以上100円
● 小学生未満、障害者無料

5月下旬～6月上旬
英国をイメージする四季咲きのイングリッシュローズや
つるバラを約100株植栽しています。深山イギリス庭園 普通車、バス、

障がい者 計1,000台
玉野市田井
2-4490 0863-21-2860

● 一般：中学生以上1,200円
● 4歳以上小学生700円
● 団体料金あり
● 入園料大人300円／中・高生200円
／小学生以下無料
● 団体料金（２０名以上で設定あり）

5月上旬～8月中旬
10月上旬～11月上旬

ヨーロッパ風のバラ園。四季折々の花と、バラがうまく
調和して、鮮やかな光景で楽しませてくれます。

おかやまフォレストパーク
ドイツの森

普通車2,000台
バス30台

赤磐市仁堀中
2006 086-958-2111

5月下旬～6月上旬 唯心山や延養亭を中心に、ピンクや朱色のサツキが彩ります。岡山後楽園 普通車570台
バス12台

岡山市北区
後楽園1-5 086-272-1148

　4月～11月
西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハーブガーデン、地元の山菜や山野草を
集めた山の幸公園約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りが出来る工房や
ショップレストランを備えた香りの館が総面積３haの敷地内で楽しめます。

蒜山ハーブガーデン
ハービル

普通車80台
バス8台

真庭市蒜山
西茅部1480-64 0867-66-4533

● 大人300円 ● 中高生200円
● 団体料金（30名以上で
   設定有り）

5月下旬～6月上旬 大刈込のサツキの開花が、名園の美をより一層華やかにします。頼久寺庭園 普通車10台 高梁市
頼久寺18 0866-22-3516

見頃 特徴 料金種類 駐車場場所 所在地 お問い合わせ

見頃 特徴 料金種類 駐車場場所 所在地 お問い合わせ

● 大人（一般）300円
● 小人（小中学生）150円
● 団体料金（15名以上）大人250円/小人100円

4月末～5月上旬 藤公園 普通車650台
バス11台

和気町藤野
1893

「日本一の藤公園」として、約100種類の紫、ピンク、白色の
藤が咲き乱れます。 0869-93-1126

ハス

※1  バス駐車は、高松城址公園資料館へ電話で事前に確認ください

普通車224台
バス6台

P.3参照
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市町村 施設名 営業時間 フルーツの種類 時期 お問い合わせ先駐車場情報料金

すど観光農園
1月～5月下旬のみ
【冬季】10：00～15：00
【3月中旬～】
9：00～17：00

いちご 1月～5月下旬
0866-67-1426
※団体・グループ
　は要予約

【40分食べ放題】
●一般（中学生以上）1,700円 ●小学生1,500円
●2歳～小学生未満800円

普通車20台
大型車5台

観光柿園
（未定） 10：00～16：00 柿

10月下旬～11月下旬
の土日祝
※柿が無くなり次第終了

0866-92-1211●大人700円
●小中学生500円 ※小学生未満無料

普通車300台
大型車13台

西仁保温室組合
戸田農園 予約時確認

シャインマスカット

マスカット

9月～10月20日頃

9月1日～9月末まで

086-955-2130
090-7126-9853
※前日までに要予約

収穫（一房）1,650円／人（税込）

収穫（一房）1,430円／人（税込）

普通車10台
大型車6台

井原市

大原観光果樹園 8：00～17：00
桃

りんご

7月上旬～8月中旬

桃 7月上旬～8月中旬
9月中旬～11月下旬

0867-74-3202
（昼間）
0867-74-2338
（夜間）

梨 9月上旬～10月中旬 ●大人800円 ●小学生600円 ●幼稚園500円

●大人1,500円 ●小学生1,000円 ●幼稚園800円

※要確認

●大人700円 ●小学生500円 ●幼稚園400円

普通車30台
大型車10台

まほらファーム
9：00～16：00
※季節によって
　変更有

2月～5月
8月中旬～9月中旬
7月末～8月上旬

080-6335-6540
※要予約

●大人1,600円 ●小人900円 ※持ち帰り150円/100ｇ

●大人1,800円 ●小人1,200円 ※持ち帰り140円/100ｇ

●大人1,600円 ●小人1,200円 （2個収穫、食べ放題）

普通車約30台
大型車可

080-4889-4390
※要予約

0867-26-0511

普通車30台
大型車5台

普通車100台
大型車10台

津山市

岡山フルーツ狩り

フルーツパーク
びぜん

8：30～17：00 ぶどう

みかん

8月第3土曜日～9月中旬

10月中旬～12月中旬
0869-65-2225収穫体験＋お土産付き1,000円

※9月下旬～10月中旬は「桃太郎ぶどう狩り」が体験できます。
普通車100台
大型車20台備前市

山田養蜂場
みつばち農園 10：00～17：00

いちご

ブルーベリー

1月～5月上旬

7月下旬～8月
0868-54-5515

【1～3月】 ●大人2,420円 ●小学生1,870円 ●幼児1,100円
【4～5月上旬】 ●大人2,178円 ●小学生1,683円 ●幼児990円　※持ち帰り3円／ｇ

●大人1,100円 ●小学生550円
※幼児は保護者の料金に含む ※持ち帰り4円／ｇ

普通車50台
大型バス5台鏡野町

美作農園 9：00～17：00
シャインマスカット
瀬戸ジャイアンツ
ニューピオーネ
いちご

8月中旬～10月上旬
※無くなり次第終了

12月上旬～6月上旬

0868-74-3887

【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥3,300 ●小人（３歳以上）￥3,000 
【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥2,600 ●小人（３歳以上）￥2,300 

【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥2,000 ●小人（３歳以上）￥1,700

【40分食べ放題（平日）】 ●大人（中学生以上）￥1,700 ●小学生￥1,400 ●幼児（３歳以上）￥900 ※土日祝は200円増

普通車100台
大型車可美作市

蒜山高原
カルチベート観光
ブルーベリー園＆

グランピングスタイルキャンプ
9：00～16：00 ブルーベリー 7月上旬～9月上旬

090-1682-3087
※必ず電話にて予約
　ください。

【時間制限なし、食べ放題】
●大人700円 ●小学生300円 ●小学生未満無料

普通車20台
大型車2台真庭市

吉井農園 9：00～16：00
いちご

桃

1月～5月

7月～9月上旬

086-958-2553
090-7548-0747
（予約専用）

●大人1,900円 ●小人1,600円 ●幼児1,100円 ※前年参考価格

●大人・小人1,150円～（※コースにより異なる）
　※詳しくはHPをご覧ください。

普通車30台
大型車7台

赤磐市

瀬戸内
フルーツガーデン 9：00～17：00

いちご

ブルーベリー

12月～5月頃

6月～8月頃
0869-66-7015
090-7971-7015

【1時間食べ放題】 ※シーズンにより料金が変更となる場合がございます。
●大人1,800円 ●小学生1,300円 ●3歳以上800円 ●2歳以下無料
【40分食べ放題】
●大人800円 ●小学生600円 ●3歳以上300円 ●2歳以下無料

普通車65台
大型車3台

瀬戸内市

観光りんご園 9：00～15：00 りんご

いちご

ピオーネ

8月下旬～11月上旬

3月上旬～5月上旬

9月上旬～9月下旬

0869-93-1126●500円 ●未就学児無料

【40分食べ放題】 ●中学生以上1,800円 ●小学生1,500円 ●幼児1,000円

【40分食べ放題】 （1房持ち帰り付） ●中学生以上1,800円 ●小学生1,500円 ●幼児1,000円

普通車30台
大型車2台

0866-83-3423普通車100台
大型車も可

和気町

小林農園
古那志屋 9：00～17：00 ブルーベリー 6月下旬～8月下旬 0867-34-0326

※要予約
●大人500円 ●小学生以下300円 普通車3台

大型車1台

吉備
中央町 西田農園 夜明け～

日没まで ブルーベリー 6月下旬～8月下旬 090-1186-6424
※要予約

●大人500円 ●小人300円 ●幼児無料
※時間制限なしの園内食べ放題
※持ち帰り：250円／100g

普通車3台
大型車1台

ゆめ農園 晴 9：00～17：00 いちご 3月～5月 090-5262-4315
※要予約

●大人1,400円 ●小学生1,200円
●幼児800円 ●3歳未満無料

普通車3台
大型車1台

水車の里
フルーツトピア 9：00～17：00矢掛町

桃茂実苑 9：00～16：00

フルーツ
カントリー熊野 9：00～16：00 ピオーネ 9月下旬～10月上旬 0867-75-2914

※要予約
●大人1,200円 ●小中学生600円
●5歳以下無料

普通車50台
大型車可

農マル園芸
あかいわ農園

9：00～16：00
※但し赤い実が
　なくなり次第終了

いちご 12月下旬～5月下旬 086-956-2211●大人1,870円 ●子供1,540円
●幼児９９０円

普通車208台
大型車6台

新見市

農マル園芸
吉備路農園

【3～12月】
9：00～18：00
【1月～2月】
9：00～17：00

いちご 1月～5月下旬 0866-94-6755【食べ放題】●大人1,870円 ●小人1,540円
　　　　　●幼児900円 ※3歳児未満無料

普通車400台
大型車4台

総社市

いちご

白桃
ピオーネ

シャインマスカット

ドラゴンフルーツ など
瀬戸ジャイアンツ、紫苑

桃
マスカット
ピオーネ

7月～10月10日頃 086-955-1928
●桃狩り1玉+試食1玉…1,320円 ●桃狩り2玉+試食2玉…1,980円

※料金は定価。
　予約優待価格有。

●ピオーネ狩り1房+試食20粒…2,090円 

その他体験はHPをご確認ください。 

普通車50台
大型車10台

料金は2,000円

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

旅行会社向け企画のご紹介。

クーポン素材

お問い合わせ先

お買物・食べ歩き・体験・入館をお好きに選んで美観地区を満喫♪
倉敷美観地区まち歩きクーポン（予定）

白壁の町並みや倉敷川沿いの風情ある景色が美しい「倉敷美観
地区」。スイーツの食べ歩きやお買い物、今話題のmtでデコレー
ト体験や和菓子作り体験、見どころいっぱいの施設への入館な
ど倉敷美観地区の魅力を、お得に楽しめるまち歩きクーポンです。

倉敷グルメクーポン（予定）

０８６－４２１－０２２４（公社）倉敷観光コンベンションビューロー

見どころが集中する倉敷美観地区と
ＪＲ倉敷駅前の周辺で使える食事用
クーポンをご用意しました。
瀬戸内の海の幸を中心に、倉敷の郷
土料理や特産品を盛り込んだお得
なグルメクーポン専用メニューとなっ
ています。
旅行会社企画商品用専用プログラ
ムとなります。（一般販売は行ってお
りません）

お問い合わせ先

岡山市内の定番観光に欠かせない！！
岡山みどころパック（予定）

お問い合わせ先

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）お問い合わせ先

■料金

■設定除外日

■最終予約受付日

■料金

■設定期間
■設定除外日

１０枚綴りチケット１冊
 １,０００円 ※１４店舗の中
からチケットの綴り１０
枚分を、当日ご自由に
お選びいただけます。
※販売手数料…販売
価格に対して１５％
２０21年（通年）
２０21年１２月28日～２０
２2年１月５日／各店舗
には休業日があります

「岡山後楽園」「岡山城」
の入園、入場と「路面電
車」（岡山駅前⇔城下駅
間の往復）がセットに
なった便利なパックプラン。

■料金
■設定期間
■設定除外日

大人６００円 ※販売手数料…販売価格に対して１５％
２０21年通年
２０21年１２月２９日～３１日／岡山城特別展による入場時間変更あり

※引換箇所…倉敷駅前観光案内所、倉敷市観光休憩所、倉敷館観光案内所

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

イメージ

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

倉敷美観地区ほろ酔いプラン（予定）

お問い合わせ先

倉敷美観地区周辺の居酒屋やレ
ストランで地の味・地酒を楽しめる
プランが新登場。
９店舗からお気にいりの店舗を選
び、各店舗おすすめのメニューを楽
しみ、倉敷美観地区をほろ酔いで
散策してみてはいかがでしょうか。

■料金
■設定期間
■設定除外日

大人１,５００円 ※未成年者の設定はありません。 ※販売手数料…販売価格に対して１５％
２０21年（通年）
２０21年１２月２８日～２０22年１月５日（各店舗には休業日があります）

イメージ

昼食一例昼食一例

イメージ人気の施設をまるごと楽しもう！！

「岡山後楽園」「岡山城」「路面電車」が嬉しいセット！

日本三名園の一つ、岡山後楽園は、世界に誇
る文化財です。

岡山後楽園
川面に映える漆黒の金烏城。堂々たる天守閣
は全国的にも珍しい不等辺五角形。

岡山城
「JR岡山駅」から路面電車「城下（しろした）」
で名勝観光へ。

●セットに含まれるもの /岡山城（入場）
●通常価格 /大人300円 /小中学生120円
●休園日 /12月 29・30・31日

●セットに含まれるもの /岡山後楽園（入園）
●通常価格 /大人400円 /シニア・小中学生140円
●休園日 /年中無休

●セットに含まれるもの /
　 岡山電気軌道（岡山駅前⇔城下間の往復切符）
●通常価格 /大人200円

路面電車

路面 電車岡山 城岡山 後楽 園

岡山駅からの
定番観光♪

【料金】　

　通常900円のところ⇒  
　
   　　　（中学生以下の設定はございません）
【設定期間】
   2019年4月1日～2019年9月30日
【ご案内】　必ずお読みください
●旅行会社のクーポンを「岡山市観光案内所」（JR
岡山駅2階又は「ももたろう観光センター」〈JR
岡山駅隣接一番街地下1階〉/引換え時間9:00
～18:00）へご提出ください。お控えに「岡山み
どころパック」チケットをお渡しします。
●各施設の事情により休館になる場合がございます。
予め各施設にお問合せの上、ご利用ください。

とっても
お得！！

大人 600円

お問い合わせ先

おかやま県北  ご当地グルメクーポン（予定）
温暖な気候と晴れの国で知られる岡山には、ウマ過ぎるご当地グルメが沢山あります！
そんなウマ過ぎる岡山ご当地グルメの県北版がクーポンになって登場！！

■料金

■設定期間
■設定除外日

大人1,000円
※販売手数料…販売価格に対して１５％
2021年４月１日～２０２１年９月３０日
各店舗休業日

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

（イメージ）岡山市

くぼ農園 １０：００～１７：００
受付１６時まで

ベリーA
ニューピオーネ

１０：００～１6：００

マスカット

８月下旬～１０月下旬 ●大人1,300円 ●３歳～小学生700円

●大人1,800円 ●３歳～小学生1,000円

●大人2,200円 ●３歳～小学生1,300円

８月下旬～１０月上旬
９月上旬～１１月上旬

スコレー ８月中旬～10月
●大人1,200円 ●小学生800円 
（入園料＋試食＋ジュース付）
※収穫する品種と時期により変わります。

はやまわりAコース 後楽園・倉敷
3月20日～11月30日（毎日運行）
【岡山⇒岡山】大人4,100円、小人2,050円
【岡山⇒倉敷】大人3,560円、小人1,770円
岡山駅運動公園口（西口）12：20出発▶岡山城、後楽園、夢二郷土美術館▶倉敷美
観地区▶倉敷駅前※下車専用▶岡山駅運動公園口（西口）17：10着

■実施時期
■料金

■スケジュール

バスガイドさんのトークがとっておきの旅を演出する岡山の魅力を詰め込んだ2つの定期観光コース。　※コース等変更となる場合があります。

定期観光バス

ぐるりBコース 夢二・刀剣・閑谷学校
土・日・祝のみ運行（12月25日～1月4日は運休）
【岡山⇒岡山】大人6,900円、小人3,450円
岡山駅運動公園口（西口）9：30発▶夢二生家記念館・少年山荘▶岡山ガーデン
（昼食）▶備前長船刀剣博物館▶旧閑谷学校▶岡山駅運動公園口（西口）16：35着

※交通渋滞のため、到着時間等は遅れる場合があります。

■実施時期
■料金
■スケジュール

【クーポン昼券】１,２００円、【クーポン夜券】２,５００円　※変更の可能性があります。
※販売手数料…販売価格に対して8%
ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始。
（毎年変動しますので、商品設定前に必ずお問い合わせください）
当日
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市町村 施設名 営業時間 フルーツの種類 時期 お問い合わせ先駐車場情報料金

すど観光農園
1月～5月下旬のみ
【冬季】10：00～15：00
【3月中旬～】
9：00～17：00

いちご 1月～5月下旬
0866-67-1426
※団体・グループ
　は要予約

【40分食べ放題】
●一般（中学生以上）1,700円 ●小学生1,500円
●2歳～小学生未満800円

普通車20台
大型車5台

観光柿園
（未定） 10：00～16：00 柿

10月下旬～11月下旬
の土日祝
※柿が無くなり次第終了

0866-92-1211●大人700円
●小中学生500円 ※小学生未満無料

普通車300台
大型車13台

西仁保温室組合
戸田農園 予約時確認

シャインマスカット

マスカット

9月～10月20日頃

9月1日～9月末まで

086-955-2130
090-7126-9853
※前日までに要予約

収穫（一房）1,650円／人（税込）

収穫（一房）1,430円／人（税込）

普通車10台
大型車6台

井原市

大原観光果樹園 8：00～17：00
桃

りんご

7月上旬～8月中旬

桃 7月上旬～8月中旬
9月中旬～11月下旬

0867-74-3202
（昼間）
0867-74-2338
（夜間）

梨 9月上旬～10月中旬 ●大人800円 ●小学生600円 ●幼稚園500円

●大人1,500円 ●小学生1,000円 ●幼稚園800円

※要確認

●大人700円 ●小学生500円 ●幼稚園400円

普通車30台
大型車10台

まほらファーム
9：00～16：00
※季節によって
　変更有

2月～5月
8月中旬～9月中旬
7月末～8月上旬

080-6335-6540
※要予約

●大人1,600円 ●小人900円 ※持ち帰り150円/100ｇ

●大人1,800円 ●小人1,200円 ※持ち帰り140円/100ｇ

●大人1,600円 ●小人1,200円 （2個収穫、食べ放題）

普通車約30台
大型車可

080-4889-4390
※要予約

0867-26-0511

普通車30台
大型車5台

普通車100台
大型車10台

津山市

岡山フルーツ狩り

フルーツパーク
びぜん

8：30～17：00 ぶどう

みかん

8月第3土曜日～9月中旬

10月中旬～12月中旬
0869-65-2225収穫体験＋お土産付き1,000円

※9月下旬～10月中旬は「桃太郎ぶどう狩り」が体験できます。
普通車100台
大型車20台備前市

山田養蜂場
みつばち農園 10：00～17：00

いちご

ブルーベリー

1月～5月上旬

7月下旬～8月
0868-54-5515

【1～3月】 ●大人2,420円 ●小学生1,870円 ●幼児1,100円
【4～5月上旬】 ●大人2,178円 ●小学生1,683円 ●幼児990円　※持ち帰り3円／ｇ

●大人1,100円 ●小学生550円
※幼児は保護者の料金に含む ※持ち帰り4円／ｇ

普通車50台
大型バス5台鏡野町

美作農園 9：00～17：00
シャインマスカット
瀬戸ジャイアンツ
ニューピオーネ
いちご

8月中旬～10月上旬
※無くなり次第終了

12月上旬～6月上旬

0868-74-3887

【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥3,300 ●小人（３歳以上）￥3,000 
【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥2,600 ●小人（３歳以上）￥2,300 

【食べ放題】 ●大人（中学生以上）￥2,000 ●小人（３歳以上）￥1,700

【40分食べ放題（平日）】 ●大人（中学生以上）￥1,700 ●小学生￥1,400 ●幼児（３歳以上）￥900 ※土日祝は200円増

普通車100台
大型車可美作市

蒜山高原
カルチベート観光
ブルーベリー園＆

グランピングスタイルキャンプ
9：00～16：00 ブルーベリー 7月上旬～9月上旬

090-1682-3087
※必ず電話にて予約
　ください。

【時間制限なし、食べ放題】
●大人700円 ●小学生300円 ●小学生未満無料

普通車20台
大型車2台真庭市

吉井農園 9：00～16：00
いちご

桃

1月～5月

7月～9月上旬

086-958-2553
090-7548-0747
（予約専用）

●大人1,900円 ●小人1,600円 ●幼児1,100円 ※前年参考価格

●大人・小人1,150円～（※コースにより異なる）
　※詳しくはHPをご覧ください。

普通車30台
大型車7台

赤磐市

瀬戸内
フルーツガーデン 9：00～17：00

いちご

ブルーベリー

12月～5月頃

6月～8月頃
0869-66-7015
090-7971-7015

【1時間食べ放題】 ※シーズンにより料金が変更となる場合がございます。
●大人1,800円 ●小学生1,300円 ●3歳以上800円 ●2歳以下無料
【40分食べ放題】
●大人800円 ●小学生600円 ●3歳以上300円 ●2歳以下無料

普通車65台
大型車3台

瀬戸内市

観光りんご園 9：00～15：00 りんご

いちご

ピオーネ

8月下旬～11月上旬

3月上旬～5月上旬

9月上旬～9月下旬

0869-93-1126●500円 ●未就学児無料

【40分食べ放題】 ●中学生以上1,800円 ●小学生1,500円 ●幼児1,000円

【40分食べ放題】 （1房持ち帰り付） ●中学生以上1,800円 ●小学生1,500円 ●幼児1,000円

普通車30台
大型車2台

0866-83-3423普通車100台
大型車も可

和気町

小林農園
古那志屋 9：00～17：00 ブルーベリー 6月下旬～8月下旬 0867-34-0326

※要予約
●大人500円 ●小学生以下300円 普通車3台

大型車1台

吉備
中央町 西田農園 夜明け～

日没まで ブルーベリー 6月下旬～8月下旬 090-1186-6424
※要予約

●大人500円 ●小人300円 ●幼児無料
※時間制限なしの園内食べ放題
※持ち帰り：250円／100g

普通車3台
大型車1台

ゆめ農園 晴 9：00～17：00 いちご 3月～5月 090-5262-4315
※要予約

●大人1,400円 ●小学生1,200円
●幼児800円 ●3歳未満無料

普通車3台
大型車1台

水車の里
フルーツトピア 9：00～17：00矢掛町

桃茂実苑 9：00～16：00

フルーツ
カントリー熊野 9：00～16：00 ピオーネ 9月下旬～10月上旬 0867-75-2914

※要予約
●大人1,200円 ●小中学生600円
●5歳以下無料

普通車50台
大型車可

農マル園芸
あかいわ農園

9：00～16：00
※但し赤い実が
　なくなり次第終了

いちご 12月下旬～5月下旬 086-956-2211●大人1,870円 ●子供1,540円
●幼児９９０円

普通車208台
大型車6台

新見市

農マル園芸
吉備路農園

【3～12月】
9：00～18：00
【1月～2月】
9：00～17：00

いちご 1月～5月下旬 0866-94-6755【食べ放題】●大人1,870円 ●小人1,540円
　　　　　●幼児900円 ※3歳児未満無料

普通車400台
大型車4台

総社市

いちご

白桃
ピオーネ

シャインマスカット

ドラゴンフルーツ など
瀬戸ジャイアンツ、紫苑

桃
マスカット
ピオーネ

7月～10月10日頃 086-955-1928
●桃狩り1玉+試食1玉…1,320円 ●桃狩り2玉+試食2玉…1,980円

※料金は定価。
　予約優待価格有。

●ピオーネ狩り1房+試食20粒…2,090円 

その他体験はHPをご確認ください。 

普通車50台
大型車10台

料金は2,000円

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

旅行会社向け企画のご紹介。

クーポン素材

お問い合わせ先

お買物・食べ歩き・体験・入館をお好きに選んで美観地区を満喫♪
倉敷美観地区まち歩きクーポン（予定）

白壁の町並みや倉敷川沿いの風情ある景色が美しい「倉敷美観
地区」。スイーツの食べ歩きやお買い物、今話題のmtでデコレー
ト体験や和菓子作り体験、見どころいっぱいの施設への入館な
ど倉敷美観地区の魅力を、お得に楽しめるまち歩きクーポンです。

倉敷グルメクーポン（予定）

０８６－４２１－０２２４（公社）倉敷観光コンベンションビューロー

見どころが集中する倉敷美観地区と
ＪＲ倉敷駅前の周辺で使える食事用
クーポンをご用意しました。
瀬戸内の海の幸を中心に、倉敷の郷
土料理や特産品を盛り込んだお得
なグルメクーポン専用メニューとなっ
ています。
旅行会社企画商品用専用プログラ
ムとなります。（一般販売は行ってお
りません）

お問い合わせ先

岡山市内の定番観光に欠かせない！！
岡山みどころパック（予定）

お問い合わせ先

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）お問い合わせ先

■料金

■設定除外日

■最終予約受付日

■料金

■設定期間
■設定除外日

１０枚綴りチケット１冊
 １,０００円 ※１４店舗の中
からチケットの綴り１０
枚分を、当日ご自由に
お選びいただけます。
※販売手数料…販売
価格に対して１５％
２０21年（通年）
２０21年１２月28日～２０
２2年１月５日／各店舗
には休業日があります

「岡山後楽園」「岡山城」
の入園、入場と「路面電
車」（岡山駅前⇔城下駅
間の往復）がセットに
なった便利なパックプラン。

■料金
■設定期間
■設定除外日

大人６００円 ※販売手数料…販売価格に対して１５％
２０21年通年
２０21年１２月２９日～３１日／岡山城特別展による入場時間変更あり

※引換箇所…倉敷駅前観光案内所、倉敷市観光休憩所、倉敷館観光案内所

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

イメージ

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

倉敷美観地区ほろ酔いプラン（予定）

お問い合わせ先

倉敷美観地区周辺の居酒屋やレ
ストランで地の味・地酒を楽しめる
プランが新登場。
９店舗からお気にいりの店舗を選
び、各店舗おすすめのメニューを楽
しみ、倉敷美観地区をほろ酔いで
散策してみてはいかがでしょうか。

■料金
■設定期間
■設定除外日

大人１,５００円 ※未成年者の設定はありません。 ※販売手数料…販売価格に対して１５％
２０21年（通年）
２０21年１２月２８日～２０22年１月５日（各店舗には休業日があります）

イメージ

昼食一例昼食一例

イメージ人気の施設をまるごと楽しもう！！

「岡山後楽園」「岡山城」「路面電車」が嬉しいセット！

日本三名園の一つ、岡山後楽園は、世界に誇
る文化財です。

岡山後楽園
川面に映える漆黒の金烏城。堂々たる天守閣
は全国的にも珍しい不等辺五角形。

岡山城
「JR岡山駅」から路面電車「城下（しろした）」
で名勝観光へ。

●セットに含まれるもの /岡山城（入場）
●通常価格 /大人300円 /小中学生120円
●休園日 /12月 29・30・31日

●セットに含まれるもの /岡山後楽園（入園）
●通常価格 /大人400円 /シニア・小中学生140円
●休園日 /年中無休

●セットに含まれるもの /
　 岡山電気軌道（岡山駅前⇔城下間の往復切符）
●通常価格 /大人200円

路面電車

路面 電車岡山 城岡山 後楽 園

岡山駅からの
定番観光♪

【料金】　

　通常900円のところ⇒  
　
   　　　（中学生以下の設定はございません）
【設定期間】
   2019年4月1日～2019年9月30日
【ご案内】　必ずお読みください
●旅行会社のクーポンを「岡山市観光案内所」（JR
岡山駅2階又は「ももたろう観光センター」〈JR
岡山駅隣接一番街地下1階〉/引換え時間9:00
～18:00）へご提出ください。お控えに「岡山み
どころパック」チケットをお渡しします。
●各施設の事情により休館になる場合がございます。
予め各施設にお問合せの上、ご利用ください。

とっても
お得！！

大人 600円

お問い合わせ先

おかやま県北  ご当地グルメクーポン（予定）
温暖な気候と晴れの国で知られる岡山には、ウマ過ぎるご当地グルメが沢山あります！
そんなウマ過ぎる岡山ご当地グルメの県北版がクーポンになって登場！！

■料金

■設定期間
■設定除外日

大人1,000円
※販売手数料…販売価格に対して１５％
2021年４月１日～２０２１年９月３０日
各店舗休業日

０５２-２５３-６５６８　観光販売システムズ（三重交通株式会社 観光販売システム営業部）

（イメージ）岡山市

くぼ農園 １０：００～１７：００
受付１６時まで

ベリーA
ニューピオーネ

１０：００～１6：００

マスカット

８月下旬～１０月下旬 ●大人1,300円 ●３歳～小学生700円

●大人1,800円 ●３歳～小学生1,000円

●大人2,200円 ●３歳～小学生1,300円

８月下旬～１０月上旬
９月上旬～１１月上旬

スコレー ８月中旬～10月
●大人1,200円 ●小学生800円 
（入園料＋試食＋ジュース付）
※収穫する品種と時期により変わります。

はやまわりAコース 後楽園・倉敷
3月20日～11月30日（毎日運行）
【岡山⇒岡山】大人4,100円、小人2,050円
【岡山⇒倉敷】大人3,560円、小人1,770円
岡山駅運動公園口（西口）12：20出発▶岡山城、後楽園、夢二郷土美術館▶倉敷美
観地区▶倉敷駅前※下車専用▶岡山駅運動公園口（西口）17：10着

■実施時期
■料金

■スケジュール

バスガイドさんのトークがとっておきの旅を演出する岡山の魅力を詰め込んだ2つの定期観光コース。　※コース等変更となる場合があります。

定期観光バス

ぐるりBコース 夢二・刀剣・閑谷学校
土・日・祝のみ運行（12月25日～1月4日は運休）
【岡山⇒岡山】大人6,900円、小人3,450円
岡山駅運動公園口（西口）9：30発▶夢二生家記念館・少年山荘▶岡山ガーデン
（昼食）▶備前長船刀剣博物館▶旧閑谷学校▶岡山駅運動公園口（西口）16：35着

※交通渋滞のため、到着時間等は遅れる場合があります。

■実施時期
■料金
■スケジュール

【クーポン昼券】１,２００円、【クーポン夜券】２,５００円　※変更の可能性があります。
※販売手数料…販売価格に対して8%
ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始。
（毎年変動しますので、商品設定前に必ずお問い合わせください）
当日
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チャーター船チャーター船
●両備小豆島フェリーグループ●両備小豆島フェリーグループ

086-272-5520岡山電気軌道（株）お問い合わせ先

おかでんチャギントン
世界中で大人気の鉄道アニメキャラク
ターを、車両デザイナーの巨匠、岡山出身
の水戸岡鋭治氏が実車化。企業イベン
ト・セレモニー等、色々な用途でお使いく
ださい。

050-3530-4240
お問い合わせ先

■料金
■所在地
■運休日
■定員

８０，０００円（運行ナビゲーター付き）
岡山市中区徳吉町2-8-22
毎週火曜日
大人定員24人
予約受付数は大人、子ども（1歳から）ともに17人

※予約受付はこちらから▶https://funclub.okaden-chuggington.com/
※予約期間はご希望される日の6ヵ月前から3ヵ月前より受け付けております。3ヵ月を切りましたら
ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。

■所在地
■収容定員
■乗船場

岡山市中区新築港9-1
45名~250名
新岡山港・日生港・大部港・牛窓港 ※その他の港でも対応できます。

●岡山京橋クルーズ●岡山京橋クルーズ

086-201-1703
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

岡山市北区表町2-2-31
67名
京橋・牛窓港・犬島港

●瀬戸内クルージング●瀬戸内クルージング

0865-62-2856
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

笠岡市5番町5-16
50名~150名
笠岡住吉港・伏超港 ※その他の港でも対応できます。

●三洋汽船●三洋汽船

0865-63-3131
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

笠岡市笠岡2435-2
72名~240名
笠岡住吉港 ※その他の港でも対応できます。

瀬戸内の多美島と夕日を眺めながら、あの水戸岡鋭治氏デザインの新造船、豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」を貸切り、せとのクルー
ジングを満喫してみませんか。3Fサロンルーム（30名定員）のみの貸切も承ります。
少し贅沢な非日常的な時間と海風と青い空気が癒してくれます。30名様からの
パーティープランもご準備できます。

豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」 チャータークルーズ豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」 チャータークルーズ

050-3530-4240お問い合わせ先 両備小豆島フェリーグループ

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■休業日
■設定除外日
■取消料
■収容人員

チャーター費用
（例）新岡山港～小豆島・土庄港往復1航海の貸切で1,200,000円（税別）
ご要望伺いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
岡山市中区新築港9-1
新岡山港まで車で約30分
あり（1日500円）
お問い合わせ下さい
お問い合わせ下さい
31日前
200名

※〈パーティープラン〉下記一例
○料金4,500円（税込）／人【生ハムとクリームチーズのカナッペ・エビとオリーブのコンフィ・牡蠣のオ
イル漬け・サーモンのカルパッチョ・グリーンサラダ・名物ママカリの押し寿司・鶏むね肉ハム・塩パン】
○料金2,000円（税込）／人【120分フリードリンク／ビール・日本酒・ワイン・焼酎・ハイボー
ル・レモンサワー・ウーロンハイ・ソフトドリンク】
※様々なご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。　

※航路・料金等の詳細はお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 0869-34-4356お問い合わせ先

井原線貸切ローカル列車“夢やすらぎ号” 牛窓お散歩ちょっぴりクルージング

0866-63-2677井原鉄道株式会社
瀬戸内市緑の村公社

白亜のロマン橋「瀬戸大橋」の雄大な美し
さと、瀬戸内海の多島美をめぐる感動ク
ルージングが、旅の思い出をひときわ輝か
せてくれます。船上から間近で見る瀬戸大
橋は迫力満点です。

お問い合わせ先 086-473-6777

瀬戸大橋周遊観光遊覧船

瀬戸大橋観光船協会

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■最小催行

中学生以上1,550円、小学生780円、
小学生未満無料。15名以上の団体は、
中学生以上1,400円、小学生700円。
倉敷市児島駅前3-23
瀬戸中央自動車道児島ＩＣより約5分
大型車5台／普通車80台（無料）
9：00～17：00
12月1日～3月19日の平日（土日祝・正月３
日間は運航）
大人３名※約50名まで可能

※【スケジュール】児島観光港→瀬戸大橋遊覧→
児島観光港（所要時間：約45分）
※予約不要。出発時間はお問い合わせ下さい。

「ななつ星in九
州」をデザインし
た水戸岡鋭治氏
による「夢やすら
ぎ号」を貸し切り、
ゆったりとした列
車旅を楽しんで
いただきます。

ちょっとだけ牛窓の
海をクルージングし
ませんか。干潮時に
つながる黒島ヴィー

ナスロードや牛窓ヨットハーバーなど普段
見ることがない海からの角度で眺めること
ができます。また、夕方の時間帯だと夕焼け
クルージングを楽しむこともできます。

■料金
■定員・可能人員
■スケジュール

■最終予約受付日

貸切料金（例：総社駅～井原駅片道）47,720円
47人
所要時間：約40分（各旅行会社様のバスにて総社駅到着）→井原鉄道総社駅出発→井原鉄
道井原駅到着→（各旅行会社様のバスにて井原駅出発）
井原鉄道貸切列車ご利用日時は、貸切予定日の２ヵ月前までに、乗降駅などを含めてご相談く
ださい。ご予約は、２ヵ月から６ヵ月先までを受け付けております。

※井原鉄道貸切列車ご利用区間は片道２５km以上の区間（７５０円区間）でのご利用とさせていただきます。　
　　　

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間

■休業日

大人1,000円、小学生500円、
小学生未満無料
瀬戸内市牛窓町牛窓前島フェリー乗り場
岡山ブルーライン邑久ICより約15分
※牛窓港無料駐車場をご利用くだ
さい。
牛窓港出港のお時間は、定期航路時
刻表をご参照ください。（時間帯によっ
ては対応できない時間もあります）
なし

岡山観光ボランティアガイド一覧岡山観光ボランティアガイド一覧 岡山県下には、ボランティアガイドが多数存在します。
晴れの国岡山を知り尽くした観光ガイドの名人とともに、岡山の歴史・
文化を深く、分かりやすく学びながら、岡山観光をお楽しみください！

ボランティアガイド団体
（主な案内場所） 連絡先

案内時間
受入人数

定休日
料金

後楽園専任ボランティア 後楽塾 キラリ応援隊
（岡山後楽園） 086-272-1148

9時～16時 なし

1人～小団体まで 無料
岡山市

岡山市観光ボランティア活動連絡会
（岡山後楽園・岡山城・吉備津彦神社） 086-225-2096

10時～16時 第3木曜、8月12～15日、12月26日～1月6日
吉備津彦神社は土・日・祝のみ実施

1人～ 無料
岡山市

造山古墳蘇生会
（造山古墳） 090-3633-5200

9時～12時、13時～16時 事前申込みが有れば可
1人～50人 無料

岡山市

備前市観光ボランティアガイド協会
（旧閑谷学校・備前焼の里伊部、市内各所） 0869-64-1832

8時30分～17時15分 年末年始

1人～ 無料
備前市

倉敷善意通訳会
（倉敷美観地区） 086-465-5618 9時～17時 なし

1人～30人 無料
倉敷市

真備町ウエルカム観光ガイド連絡会
（まきび公園・大塚古墳） 086-698-8112

9時～17時 ふるさと歴史館・横溝正史疎開宅は月・木・金が休館
2人～任意 無料

倉敷市

吉備路ボランティア観光ガイド協会
（備中国分寺・宝福寺・鬼ノ城・こうもり塚古墳・作山古墳） 0866-92-0453

設定なし（申し込みは9時～17時） なし
特になし 旅行会社からの予約は協力金2,000円

総社市

吹屋観光ガイド会
（吹屋ふるさと村） 080-1645-5544

9時～17時（12～3月は10時～16時） 12月29日～31日
1人～120人 有料

高梁市

かもがた町家管理組合案内部　　　
（かもがた町家公園） 0865-45-8040 9時～16時 月曜、祝日の翌日、年末年始

1人～100人 無料
浅口市

児島観光ガイド協会 086-474-4004 10時～15時 年末年始（12月28日～1月3日）
1人～60人 旅行会社からの予約はバス１台２，０００円

倉敷市

備前福岡観光ボランティアガイド
（中世の歴史に彩られたまち備前福岡一帯） 0869-34-9500

10時～15時 年末年始（12月28日～1月4日）
5人～50人 無料

瀬戸内市

倉敷地区ウエルカム観光ガイド連絡会
（倉敷美観地区） 086-436-7734 9時30分～16時 年末年始

1人～100人 旅行会社からの予約はガイド料2,000円
倉敷市

有料観光ガイド倉敷案内人グループ
（倉敷美観地区） 090-9068-9585

8時頃～17時頃 不定期

1人～120人 有料（詳細は公式サイトを参照）
倉敷市

NPO法人備中玉島観光ガイド協会
（円通寺・玉島町並み保存地区） 086-525-1892

9時～15時（ガイドは２時間以内） なし

1人～50人 10人未満は１，０００円、10人以上は1人100円
倉敷市

笠岡市観光ガイドボランティア
（笠岡市内・諸島部） 0865-69-2147

9時～17時 なし

30人 無料
笠岡市

高梁市観光ガイド会
（石火矢町・備中松山城） 0866-21-0461

9時～17時 年末年始

1人～200人 有料
高梁市

新見御殿町まち歩きガイドの会
（新見御殿町）

090-3379-2661
（代表者 大西）

9時～17時 休日も可

2人～ 無料
新見市

矢掛町観光ボランティア・町並の会
（旧矢掛本陣石井家） 0866-83-0001

9時～17時（11～2月は16時） 年末年始

1人～ 有料
矢掛町

蒜山ガイドクラブ
（蒜山高原） 0867-66-3220

コースにより異なる コースにより異なる

コースにより異なる 有料
真庭市

みまさか市観光ボランティアガイドの会
（美作市内） 0868-72-0418

9時～15時（状況により応じます）なし

5人～ 無料
美作市

武蔵の里ボランティアガイド
（武蔵資料館及び武蔵の里周辺） 0868-78-4600

9時～16時 なし
20人～200人（バス4台まで） 無料

美作市

津山観光ボランティアガイドの会
（津山城・衆楽園・城東町並み保存地区） 0868-22-3310

9時～17時 12/29～1/3
1人～ ガイドは無料（交通費別）※学校は無料

津山市

勝山観光協会勝山旅先案内人
（勝山町並み保存地区） 0867-44-2120

9時～16時40分 祝日案内可能（要予約）
5人～45人 有料

真庭市

旧遷喬尋常小学校ボランティアクラブ
（旧遷喬尋常小学校） 0867-42-7000

9時～18時（ツアーは10時～17時） 毎週水曜日（水曜日が祝日の場合翌平日）、年末年始

1人～40人 有料
真庭市

中世式内八社案内ガイド
（真庭市社地域） 0867-45-7111

9時30分～１１時３０分 なし（要相談）

5人～30人 １人につき2,500円
真庭市

たまの観光ボランティアガイドの会
（宇野港周辺・渋川・王子が岳） 0863-21-3486 10時～16時 年末年始

1人～40人 有料
玉野市

高松城址公園資料館運営委員会
（備中高松城址公園資料館） 086-287-5554

10時～15時（ご要望に応じます）毎週月曜（祝日の場合は営業）、年末年始

1人～ 個人：無料  団体：バス1台につき1,000円
岡山市

市町村

備
　
前

備
　
中

美
　
作

086-293-2170
9時～17時 水曜日、祝日、年末年始

1人～ 無料
岡山市 吉備・陵南観光ボランティア「庭瀬かいわい案内人の会」

（庭瀬地区・犬養木堂生家）

深山イギリス庭園ボランティアガイド
（深山イギリス庭園）

0863-21-2860
3月～11月／9時～16時
12月～2月／9時～15時 水曜日（祝祭日の場合翌日、年末年始）

1人～50人 無料
玉野市

©チャギントン

1211

チャーター・
観光船

チャーター船チャーター船
●両備小豆島フェリーグループ●両備小豆島フェリーグループ

086-272-5520岡山電気軌道（株）お問い合わせ先

おかでんチャギントン
世界中で大人気の鉄道アニメキャラク
ターを、車両デザイナーの巨匠、岡山出身
の水戸岡鋭治氏が実車化。企業イベン
ト・セレモニー等、色々な用途でお使いく
ださい。

050-3530-4240
お問い合わせ先

■料金
■所在地
■運休日
■定員

８０，０００円（運行ナビゲーター付き）
岡山市中区徳吉町2-8-22
毎週火曜日
大人定員24人
予約受付数は大人、子ども（1歳から）ともに17人

※予約受付はこちらから▶https://funclub.okaden-chuggington.com/
※予約期間はご希望される日の6ヵ月前から3ヵ月前より受け付けております。3ヵ月を切りましたら
ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。

■所在地
■収容定員
■乗船場

岡山市中区新築港9-1
45名~250名
新岡山港・日生港・大部港・牛窓港 ※その他の港でも対応できます。

●岡山京橋クルーズ●岡山京橋クルーズ

086-201-1703
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

岡山市北区表町2-2-31
67名
京橋・牛窓港・犬島港

●瀬戸内クルージング●瀬戸内クルージング

0865-62-2856
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

笠岡市5番町5-16
50名~150名
笠岡住吉港・伏超港 ※その他の港でも対応できます。

●三洋汽船●三洋汽船

0865-63-3131
お問い合わせ先■所在地

■収容定員
■乗船場

笠岡市笠岡2435-2
72名~240名
笠岡住吉港 ※その他の港でも対応できます。

瀬戸内の多美島と夕日を眺めながら、あの水戸岡鋭治氏デザインの新造船、豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」を貸切り、せとのクルー
ジングを満喫してみませんか。3Fサロンルーム（30名定員）のみの貸切も承ります。
少し贅沢な非日常的な時間と海風と青い空気が癒してくれます。30名様からの
パーティープランもご準備できます。

豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」 チャータークルーズ豪華客船フェリー「おりんぴあどりーむせと」 チャータークルーズ

050-3530-4240お問い合わせ先 両備小豆島フェリーグループ

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■休業日
■設定除外日
■取消料
■収容人員

チャーター費用
（例）新岡山港～小豆島・土庄港往復1航海の貸切で1,200,000円（税別）
ご要望伺いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
岡山市中区新築港9-1
新岡山港まで車で約30分
あり（1日500円）
お問い合わせ下さい
お問い合わせ下さい
31日前
200名

※〈パーティープラン〉下記一例
○料金4,500円（税込）／人【生ハムとクリームチーズのカナッペ・エビとオリーブのコンフィ・牡蠣のオ
イル漬け・サーモンのカルパッチョ・グリーンサラダ・名物ママカリの押し寿司・鶏むね肉ハム・塩パン】
○料金2,000円（税込）／人【120分フリードリンク／ビール・日本酒・ワイン・焼酎・ハイボー
ル・レモンサワー・ウーロンハイ・ソフトドリンク】
※様々なご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。　

※航路・料金等の詳細はお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 0869-34-4356お問い合わせ先

井原線貸切ローカル列車“夢やすらぎ号” 牛窓お散歩ちょっぴりクルージング

0866-63-2677井原鉄道株式会社
瀬戸内市緑の村公社

白亜のロマン橋「瀬戸大橋」の雄大な美し
さと、瀬戸内海の多島美をめぐる感動ク
ルージングが、旅の思い出をひときわ輝か
せてくれます。船上から間近で見る瀬戸大
橋は迫力満点です。

お問い合わせ先 086-473-6777

瀬戸大橋周遊観光遊覧船

瀬戸大橋観光船協会

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■最小催行

中学生以上1,550円、小学生780円、
小学生未満無料。15名以上の団体は、
中学生以上1,400円、小学生700円。
倉敷市児島駅前3-23
瀬戸中央自動車道児島ＩＣより約5分
大型車5台／普通車80台（無料）
9：00～17：00
12月1日～3月19日の平日（土日祝・正月３
日間は運航）
大人３名※約50名まで可能

※【スケジュール】児島観光港→瀬戸大橋遊覧→
児島観光港（所要時間：約45分）
※予約不要。出発時間はお問い合わせ下さい。

「ななつ星in九
州」をデザインし
た水戸岡鋭治氏
による「夢やすら
ぎ号」を貸し切り、
ゆったりとした列
車旅を楽しんで
いただきます。

ちょっとだけ牛窓の
海をクルージングし
ませんか。干潮時に
つながる黒島ヴィー

ナスロードや牛窓ヨットハーバーなど普段
見ることがない海からの角度で眺めること
ができます。また、夕方の時間帯だと夕焼け
クルージングを楽しむこともできます。

■料金
■定員・可能人員
■スケジュール

■最終予約受付日

貸切料金（例：総社駅～井原駅片道）47,720円
47人
所要時間：約40分（各旅行会社様のバスにて総社駅到着）→井原鉄道総社駅出発→井原鉄
道井原駅到着→（各旅行会社様のバスにて井原駅出発）
井原鉄道貸切列車ご利用日時は、貸切予定日の２ヵ月前までに、乗降駅などを含めてご相談く
ださい。ご予約は、２ヵ月から６ヵ月先までを受け付けております。

※井原鉄道貸切列車ご利用区間は片道２５km以上の区間（７５０円区間）でのご利用とさせていただきます。　
　　　

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間

■休業日

大人1,000円、小学生500円、
小学生未満無料
瀬戸内市牛窓町牛窓前島フェリー乗り場
岡山ブルーライン邑久ICより約15分
※牛窓港無料駐車場をご利用くだ
さい。
牛窓港出港のお時間は、定期航路時
刻表をご参照ください。（時間帯によっ
ては対応できない時間もあります）
なし

岡山観光ボランティアガイド一覧岡山観光ボランティアガイド一覧 岡山県下には、ボランティアガイドが多数存在します。
晴れの国岡山を知り尽くした観光ガイドの名人とともに、岡山の歴史・
文化を深く、分かりやすく学びながら、岡山観光をお楽しみください！

ボランティアガイド団体
（主な案内場所） 連絡先

案内時間
受入人数

定休日
料金

後楽園専任ボランティア 後楽塾 キラリ応援隊
（岡山後楽園） 086-272-1148

9時～16時 なし

1人～小団体まで 無料
岡山市

岡山市観光ボランティア活動連絡会
（岡山後楽園・岡山城・吉備津彦神社） 086-225-2096

10時～16時 第3木曜、8月12～15日、12月26日～1月6日
吉備津彦神社は土・日・祝のみ実施

1人～ 無料
岡山市

造山古墳蘇生会
（造山古墳） 090-3633-5200

9時～12時、13時～16時 事前申込みが有れば可
1人～50人 無料

岡山市

備前市観光ボランティアガイド協会
（旧閑谷学校・備前焼の里伊部、市内各所） 0869-64-1832

8時30分～17時15分 年末年始

1人～ 無料
備前市

倉敷善意通訳会
（倉敷美観地区） 086-465-5618 9時～17時 なし

1人～30人 無料
倉敷市

真備町ウエルカム観光ガイド連絡会
（まきび公園・大塚古墳） 086-698-8112

9時～17時 ふるさと歴史館・横溝正史疎開宅は月・木・金が休館
2人～任意 無料

倉敷市

吉備路ボランティア観光ガイド協会
（備中国分寺・宝福寺・鬼ノ城・こうもり塚古墳・作山古墳） 0866-92-0453

設定なし（申し込みは9時～17時） なし
特になし 旅行会社からの予約は協力金2,000円

総社市

吹屋観光ガイド会
（吹屋ふるさと村） 080-1645-5544

9時～17時（12～3月は10時～16時） 12月29日～31日
1人～120人 有料

高梁市

かもがた町家管理組合案内部　　　
（かもがた町家公園） 0865-45-8040 9時～16時 月曜、祝日の翌日、年末年始

1人～100人 無料
浅口市

児島観光ガイド協会 086-474-4004 10時～15時 年末年始（12月28日～1月3日）
1人～60人 旅行会社からの予約はバス１台２，０００円

倉敷市

備前福岡観光ボランティアガイド
（中世の歴史に彩られたまち備前福岡一帯） 0869-34-9500

10時～15時 年末年始（12月28日～1月4日）
5人～50人 無料

瀬戸内市

倉敷地区ウエルカム観光ガイド連絡会
（倉敷美観地区） 086-436-7734 9時30分～16時 年末年始

1人～100人 旅行会社からの予約はガイド料2,000円
倉敷市

有料観光ガイド倉敷案内人グループ
（倉敷美観地区） 090-9068-9585

8時頃～17時頃 不定期

1人～120人 有料（詳細は公式サイトを参照）
倉敷市

NPO法人備中玉島観光ガイド協会
（円通寺・玉島町並み保存地区） 086-525-1892

9時～15時（ガイドは２時間以内） なし

1人～50人 10人未満は１，０００円、10人以上は1人100円
倉敷市

笠岡市観光ガイドボランティア
（笠岡市内・諸島部） 0865-69-2147

9時～17時 なし

30人 無料
笠岡市

高梁市観光ガイド会
（石火矢町・備中松山城） 0866-21-0461

9時～17時 年末年始

1人～200人 有料
高梁市

新見御殿町まち歩きガイドの会
（新見御殿町）

090-3379-2661
（代表者 大西）

9時～17時 休日も可

2人～ 無料
新見市

矢掛町観光ボランティア・町並の会
（旧矢掛本陣石井家） 0866-83-0001

9時～17時（11～2月は16時） 年末年始

1人～ 有料
矢掛町

蒜山ガイドクラブ
（蒜山高原） 0867-66-3220

コースにより異なる コースにより異なる

コースにより異なる 有料
真庭市

みまさか市観光ボランティアガイドの会
（美作市内） 0868-72-0418

9時～15時（状況により応じます）なし

5人～ 無料
美作市

武蔵の里ボランティアガイド
（武蔵資料館及び武蔵の里周辺） 0868-78-4600

9時～16時 なし
20人～200人（バス4台まで） 無料

美作市

津山観光ボランティアガイドの会
（津山城・衆楽園・城東町並み保存地区） 0868-22-3310

9時～17時 12/29～1/3
1人～ ガイドは無料（交通費別）※学校は無料

津山市

勝山観光協会勝山旅先案内人
（勝山町並み保存地区） 0867-44-2120

9時～16時40分 祝日案内可能（要予約）
5人～45人 有料

真庭市

旧遷喬尋常小学校ボランティアクラブ
（旧遷喬尋常小学校） 0867-42-7000

9時～18時（ツアーは10時～17時） 毎週水曜日（水曜日が祝日の場合翌平日）、年末年始

1人～40人 有料
真庭市

中世式内八社案内ガイド
（真庭市社地域） 0867-45-7111

9時30分～１１時３０分 なし（要相談）

5人～30人 １人につき2,500円
真庭市

たまの観光ボランティアガイドの会
（宇野港周辺・渋川・王子が岳） 0863-21-3486 10時～16時 年末年始

1人～40人 有料
玉野市

高松城址公園資料館運営委員会
（備中高松城址公園資料館） 086-287-5554

10時～15時（ご要望に応じます）毎週月曜（祝日の場合は営業）、年末年始

1人～ 個人：無料  団体：バス1台につき1,000円
岡山市

市町村

備
　
前

備
　
中

美
　
作

086-293-2170
9時～17時 水曜日、祝日、年末年始

1人～ 無料
岡山市 吉備・陵南観光ボランティア「庭瀬かいわい案内人の会」

（庭瀬地区・犬養木堂生家）

深山イギリス庭園ボランティアガイド
（深山イギリス庭園）

0863-21-2860
3月～11月／9時～16時
12月～2月／9時～15時 水曜日（祝祭日の場合翌日、年末年始）

1人～50人 無料
玉野市
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【春】2021年4月下旬～5月上旬
【夏】2021年8月1日～8月31日
【秋】2021年11月下旬予定

【春】7：30～21：30
【夏】7：30～21：30
【秋】8：00～20：30

■実施時期 ■営業時間

０８６‒２７２‒１１４８岡山後楽園お問い合わせ先

夜間特別開園「幻想庭園」

春・夏・秋に恒例となった夜間ライトアップイベント。
期間中は夜間も開園し、庭園の木々や歴史ある建
物を立体的にライトアップすると共に、竹灯などの
演出により優美な光に彩られた庭園を楽しんでい
ただけます。

086-272-1148岡山後楽園お問い合わせ先

岡山後楽園

086-287-4111吉備津神社

無料
岡山市北区吉備津931
山陽自動車道岡山IC、または岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型車4台/普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付、御守り授与所8：30～16：00）
無休

吉備津神社

最上稲荷

お問い合わせ先

086-287-3701最上稲荷 参拝部お問い合わせ先

お問い合わせ先

086-225-2096岡山城天守閣

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

常設展期間：大人（15歳以上）320円、小中学生130円、団体料金（20人以上）：大人
260円、小中学生110円、展示入替期間：大人160円、小中学生65円
岡山市北区丸の内2-3-1
山陽自動車道岡山ICより約20分
大型車2台/普通車40台※大型車駐車場は（要予約）問：086-226-4809
※無料駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用下さい。
9：00～17：30（入場は17：00まで）
年末（12/29～31）

天守閣の外観が黒い為、別名「烏城」と呼ばれています。建
物の最上階からは岡山市の街を360°眺めることができま
す。2～5階は城の歴史を展示しており、１階にはお土産屋や
お食事処、備前焼工房があります。

お問い合わせ先 086-225-2096岡山城天守閣お問い合わせ先

備 前 エ リ ア

■料金

■設定除外日

■最終予約受付日

①岡山城天守閣：着席～30名程度、立食～100名程度（17：30～21：30）82,300円
②附属施設（不明門）（～70名まで）午前（9：00～12：00）7,650円、
昼（12：00～13：00）2,550円、午後（13：00～17：00）10,200円、
夜間（17：00～21：30）11,450円（②の夜間のみは不可）
岡山城天守閣（夜間17：30～21：30）、附属施設（9：00～21：30）
イベント開催や岡山市などが実施する事業期間中及び展示入替、点検、その他
管理運営上支障があると認められる日
ご利用の１ヶ月前まで

大人４1０円（３２8円）、高校生以下無料（期間限定）
シニア１４０円（１１２円）
※（　）内は２０名以上の団体料金です　※2019年10月1日から変更
※大人は１５～６４歳（中学生を除く）、シニアは６５歳以上
岡山市北区後楽園１‒５
山陽自動車道岡山ＩＣより約20分
大型車12台/普通車570台　※駐車料金：バス１回620円/
普通車１時間毎100円　
7：30～18：00（3月20日～9月30日）
8：00～17：00（10月1日～3月19日）
無休

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開園・営業時間

■休業日

広い敷地に風情あふれる建
物が点在する大名庭園。周
辺の山を借景とした回遊式
庭園は、1952年に国の特別
名勝に指定され、近年ミシュ
ラン・グリーンガイド・ジャ
ポンでも3つ星の評価を得
ています。

岡山城天守閣等貸切り（夜間）岡山城

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
岡山市北区高松稲荷712
岡山自動車道岡山総社ICより約10分
大型車あり（稲荷山ジャンボパーキングが便利です。
問い合わせ先：086-287-7607）/普通車約5000台（周辺民間駐車場）
境内自由・窓口開設時間は5：30～16：30
無休

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

※【招き猫絵付け体験について】素焼きに絵付けをし、オリジナルの招き猫を作ります。完成後はすぐに
持ち帰りできます。約50人まで受入可能。所要時間：約1時間、体験料：1,700円（入場料別途必要）。

086-271-1000夢二郷土美術館

大正時代に日本を代表する画家・詩人・デザイナーなど時代に先駆
けて活躍した岡山出身の竹久夢二を紹介する美術館。岡山後楽園
そばに大正ロマンの風情あるレンガ造りの建物で、年に4回の企画
展を開催。2017年に水戸岡鋭治氏のデザイン監修でリニューアル
され、展示でカフェやショップを楽しめる「art café 夢二」も人気。

お問い合わせ先

夢二郷土美術館

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人800円、中・高・大学生400円、小学生300円、
団体（20人以上）2割引き
岡山市中区浜2丁目1-32
山陽自動車道岡山ICより約30分
大型バス2台/乗用車10台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日が休館）、年末年始（12/28～1/1）

086-228-3301招き猫美術館

●岡山を代表するパワースポット
●古今東西の招き猫を700体コレクション
●ミュージアムショップではオリジナル
　招き猫を販売
●絵付け体験コーナーを併設

お問い合わせ先

招き猫美術館

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般600円（500円）、小・中学生300円（250円）※（　 ）内は15名様以上の団体料金
岡山市北区金山寺865-1
山陽自動車道山陽ICより約20分、または岡山ICより約30分
無料駐車場有り（バス2台/乗用車30台）
10：00～17：00（入館は16：30まで）※時間は柔軟に対応（15人以上）
水曜日 （祝日、夏休み期間、年末年始営業）

※団体鑑賞をご希望の方は、事前にHPより団体予約専用フォーム、または団体予約連絡書からお申込みください。
※大型バスをご利用の際は事前にご予約ください。　※観覧目安時間は約30分です。
※ご希望の場合は、学芸員の解説を無料でいたします。

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

1名2,100円、15歳以下無料
※犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、犬島 くらしの植物園共通
岡山市東区犬島327-4
宝伝港から定期船で約10分
宝伝港　普通車あり（有料　普通車500円、犬島内は徒歩移動のみ）
犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、犬島 くらしの植物園：9：00 ～ 16：30
（最終入館16：00）、チケットセンター：9：00 ～ 17：00
火曜（3～11月）、火～木曜（12～2月）※祝日の場合は開館、翌日休館

※団体鑑賞割引および障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの
方への減免はございません。
※【団体（10名以上）鑑賞のご案内】ご来館前に、必ずベネッセアートサイト直島ウェブサイトよりお申し込み
ください。昼食のご予約はご来館2日前まで承ります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。美術
館スタッフが各施設をご案内するプライベートツアーもございます。詳しくはベネッセアートサイト直島ウェブサイト
（https://benesse-artsite.jp/）をご確認ください。

086-947-1112公益財団法人福武財団（犬島精錬所美術館）

犬島は岡山市唯一の有人島で、古くから花崗岩の産地として知られ、岡山城、大阪城、江
戸城などにも犬島産の石が使われていました。2008年に開館した犬島精錬所美術館は、
約100年前の銅製錬所の遺構を保存・再生し、「在るものを活かし、無いものを創る」とい
うコンセプトのもと作られた美術館です。

犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、
犬島 くらしの植物園

お問い合わせ先

犬島精錬所美術館　写真：阿野太一

犬島チケットセンター　写真：井上嘉和

夜間の「岡山城天守閣」を会議、集会、懇親会等の会場
として幅広くご利用いただけます。また、付属施設であ
る「不明門」や天守閣前広場等も「岡山城天守閣」の開
場時間に限り、ご利用いただけます。

●岡山城内で「備前焼」の体験ができます。

宮下酒造（株） 酒工房独歩館

086-953-2525キリンビール 岡山工場

2019年春に見学施設をリニューア
ル！見て、ふれて、味わって「キリン
一番搾り生ビール」のおいしさの秘
密を発見してください。確かな技術と
丁寧なものづくりへのこだわりを岡
山らしい豊かな自然の中でゆったり
と実感していただけます。

キリンビール  岡山工場

見学無料（要予約）
岡山市東区瀬戸町万富678
山陽自動車道山陽ICより約15分
大型車6台／普通車50台
【平日】10：00～15：00、【土日祝】10：00～15：30
月曜日（祝日の場合は営業、次の平日が休館）、年末年始、臨時休館あり。

※インターネットまたはお電話にてご予約ください。（予約は3ヶ月前の1日から承ります。）
※電話予約受付時間…9：00～17：00（休館日を除く）
※所要時間：約70分（テイスティング時間含む）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先

2015年２月に全面稼働した工場で
す。ヤクルト類の生産工程を見てい
ただける見学コースになっています。
団体様はもちろん少人数のお客様
もぜひお越しください。
工場見学コース以外にも見ていた
だける設備がございます。見学前、
見学後にご自由にお楽しみください。

岡山和気ヤクルト工場

見学無料
和気郡和気町田原下字高柳２６９
山陽自動車道和気ICより約15分
大型バス5台／普通車20台
月曜日～土曜日／全7回（①９：３０～②10：15～③１1：0０～④１1：45～⑤13：30～⑥14：15～⑦15：00～）
日曜日、年末年始

※事前予約制（WEB、電話でお願いします）。60日前から前日まで。予約状況により、ご希望にそえない場合がございますので、予
めご了承ください。※生産工程の写真撮影は、ご遠慮いただいております。 工場内への飲食物の持ち込みは、ご遠慮いただいてお
ります。 発熱などの症状がある方は、入場をお断りする場合がございます。 ペット同伴はご遠慮いただいております。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先

国内外のお客様に感動して頂け
ますように酒蔵見学、レストラン、
直売所とも趣向を凝らしており、
宴会施設も完備しています。
敷地内で醸造した、クラフトビー
ル、日本酒、焼酎、リキュール、ス
ピリッツやオジリナルのお酒のア
イスクリーム、世界のワインもあ
ります（無料試飲数種類あり）。

無料
岡山市中区西川原１８５-１
山陽自動車岡山ICより約20分
大型車3台／普通車あり
見学（10：00～16：00）、売店（10：00～19：00）、レストラン（11：30～21：00）
水曜日、年末年始（水曜祝日は、営業します。翌日、代休。）

※レストラン+大小3つ（着席にて48名、18名、8名）の宴会場を完備。
※酒造りの映像も視聴可能です。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

主祭神大吉備津彦命は「桃太郎」
のモデルといわれ、吉備国を平定
しました。神社の本殿と拝殿は国
宝に指定されています。比翼入母
屋造（吉備津造）の本殿は、全国
でもこの吉備津神社でしか見ら
れない特殊な形式の社殿です。

日本三大稲荷・最上稲荷は、明治
の神仏分離令の際、特別に「神仏
習合」の祭祀形態が許された、貴
重な稲荷です。そのため、お寺で
ありながら鳥居を備え、神宮形式
の本殿があるなど神仏習合時代
の形態を数多く残しています。
縁切りと縁結びを一度に祈願で
きる「縁の末社」は人気のパワー
スポットです。

086-270-8111宮下酒造（株） 「酒工房独歩館」

0869-92-5400株式会社 岡山和気ヤクルト工場

086-287-4111吉備津神社

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■最終申込受付日

御祈祷料（鳴釡神事）1件につき3,000円以上随意
岡山市北区吉備津931
山陽自動車道岡山IC、または岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型バス4台/普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付、お守り授与所8：30～16：00）
毎週金曜日　※ただし5月と10月の第2日曜日、12月28日（金曜日は除く）は、
　　　　　　　御竈殿は開いておりますが、鳴釡神事の受付はしておりません。
当日の14：00まで　※受付時間は9：00～14：00、申込場所は社務所受付です。

御竈殿で行う神事で釡の鳴る音
で祈願に対する吉凶を占います。
大吉備津彦命の鬼退治神話に
よると御竈殿の竈の下に退治さ
れた鬼の温羅の首が埋められて
いると伝えられています。

吉備津神社 鳴釡神事

お問い合わせ先

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
40～50人
岡山市北区高松558-2
岡山自動車道岡山総社ICより約8分
普通車30台／バス5台
※バスでお越しの際は事前に資料館まで
　お問い合わせください。

●高松城址公園資料館
■料金
■開館・営業時間
■休業日

各種資料を見ることが出来ます。
無料
１０：00～１５：00
月曜日、年末年始

天正10年（1582）、この地で秀吉軍と毛利軍が
戦った「高松城水攻め」があった。近くには水攻め
築堤跡が残っている。
現在は、公園として整備され、当時に思いを馳せな
がら散策を楽しむことができます。 

お問い合わせ先 086-287-5554高松城址公園資料館

備中高松城址公園

■料金
■所在地

■アクセス

無料
玉野市築港1丁目地内（宇野港周辺）
常山駅（玉野市宇藤木714-2 ）、八浜駅（玉野市八浜町大崎480）、
備前田井駅（玉野市田井3-3-1）、宇野駅（玉野市築港1-1-1 ）
瀬戸中央自動車道児島ICより約40分

0863ｰ33-5005玉野市商工観光課

宇野港周辺アートサイト

お問い合わせ先

「宇野のチヌ」©淀川テクニック

瀬戸内国際芸術祭の会場のひ
とつであり、瀬戸内海の島々へ
の玄関口、宇野港周辺には「宇
野のチヌ」のほか個性豊かな
アート作品が多数展開されてい
ます。また、JR西日本の観光列
車「ラ・マル・ド・ボァ」と合せて、
「宇野みなと線」の4駅（常山駅、
八浜駅、備前田井駅、宇野駅）
をアート化しています。
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【春】2021年4月下旬～5月上旬
【夏】2021年8月1日～8月31日
【秋】2021年11月下旬予定

【春】7：30～21：30
【夏】7：30～21：30
【秋】8：00～20：30

■実施時期 ■営業時間

０８６‒２７２‒１１４８岡山後楽園お問い合わせ先

夜間特別開園「幻想庭園」

春・夏・秋に恒例となった夜間ライトアップイベント。
期間中は夜間も開園し、庭園の木々や歴史ある建
物を立体的にライトアップすると共に、竹灯などの
演出により優美な光に彩られた庭園を楽しんでい
ただけます。

086-272-1148岡山後楽園お問い合わせ先

岡山後楽園

086-287-4111吉備津神社

無料
岡山市北区吉備津931
山陽自動車道岡山IC、または岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型車4台/普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付、御守り授与所8：30～16：00）
無休

吉備津神社

最上稲荷

お問い合わせ先

086-287-3701最上稲荷 参拝部お問い合わせ先

お問い合わせ先

086-225-2096岡山城天守閣

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

常設展期間：大人（15歳以上）320円、小中学生130円、団体料金（20人以上）：大人
260円、小中学生110円、展示入替期間：大人160円、小中学生65円
岡山市北区丸の内2-3-1
山陽自動車道岡山ICより約20分
大型車2台/普通車40台※大型車駐車場は（要予約）問：086-226-4809
※無料駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用下さい。
9：00～17：30（入場は17：00まで）
年末（12/29～31）

天守閣の外観が黒い為、別名「烏城」と呼ばれています。建
物の最上階からは岡山市の街を360°眺めることができま
す。2～5階は城の歴史を展示しており、１階にはお土産屋や
お食事処、備前焼工房があります。

お問い合わせ先 086-225-2096岡山城天守閣お問い合わせ先

備 前 エ リ ア

■料金

■設定除外日

■最終予約受付日

①岡山城天守閣：着席～30名程度、立食～100名程度（17：30～21：30）82,300円
②附属施設（不明門）（～70名まで）午前（9：00～12：00）7,650円、
昼（12：00～13：00）2,550円、午後（13：00～17：00）10,200円、
夜間（17：00～21：30）11,450円（②の夜間のみは不可）
岡山城天守閣（夜間17：30～21：30）、附属施設（9：00～21：30）
イベント開催や岡山市などが実施する事業期間中及び展示入替、点検、その他
管理運営上支障があると認められる日
ご利用の１ヶ月前まで

大人４1０円（３２8円）、高校生以下無料（期間限定）
シニア１４０円（１１２円）
※（　）内は２０名以上の団体料金です　※2019年10月1日から変更
※大人は１５～６４歳（中学生を除く）、シニアは６５歳以上
岡山市北区後楽園１‒５
山陽自動車道岡山ＩＣより約20分
大型車12台/普通車570台　※駐車料金：バス１回620円/
普通車１時間毎100円　
7：30～18：00（3月20日～9月30日）
8：00～17：00（10月1日～3月19日）
無休

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開園・営業時間

■休業日

広い敷地に風情あふれる建
物が点在する大名庭園。周
辺の山を借景とした回遊式
庭園は、1952年に国の特別
名勝に指定され、近年ミシュ
ラン・グリーンガイド・ジャ
ポンでも3つ星の評価を得
ています。

岡山城天守閣等貸切り（夜間）岡山城

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
岡山市北区高松稲荷712
岡山自動車道岡山総社ICより約10分
大型車あり（稲荷山ジャンボパーキングが便利です。
問い合わせ先：086-287-7607）/普通車約5000台（周辺民間駐車場）
境内自由・窓口開設時間は5：30～16：30
無休

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

※【招き猫絵付け体験について】素焼きに絵付けをし、オリジナルの招き猫を作ります。完成後はすぐに
持ち帰りできます。約50人まで受入可能。所要時間：約1時間、体験料：1,700円（入場料別途必要）。

086-271-1000夢二郷土美術館

大正時代に日本を代表する画家・詩人・デザイナーなど時代に先駆
けて活躍した岡山出身の竹久夢二を紹介する美術館。岡山後楽園
そばに大正ロマンの風情あるレンガ造りの建物で、年に4回の企画
展を開催。2017年に水戸岡鋭治氏のデザイン監修でリニューアル
され、展示でカフェやショップを楽しめる「art café 夢二」も人気。

お問い合わせ先

夢二郷土美術館

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人800円、中・高・大学生400円、小学生300円、
団体（20人以上）2割引き
岡山市中区浜2丁目1-32
山陽自動車道岡山ICより約30分
大型バス2台/乗用車10台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日が休館）、年末年始（12/28～1/1）

086-228-3301招き猫美術館

●岡山を代表するパワースポット
●古今東西の招き猫を700体コレクション
●ミュージアムショップではオリジナル
　招き猫を販売
●絵付け体験コーナーを併設

お問い合わせ先

招き猫美術館

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般600円（500円）、小・中学生300円（250円）※（　 ）内は15名様以上の団体料金
岡山市北区金山寺865-1
山陽自動車道山陽ICより約20分、または岡山ICより約30分
無料駐車場有り（バス2台/乗用車30台）
10：00～17：00（入館は16：30まで）※時間は柔軟に対応（15人以上）
水曜日 （祝日、夏休み期間、年末年始営業）

※団体鑑賞をご希望の方は、事前にHPより団体予約専用フォーム、または団体予約連絡書からお申込みください。
※大型バスをご利用の際は事前にご予約ください。　※観覧目安時間は約30分です。
※ご希望の場合は、学芸員の解説を無料でいたします。

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

1名2,100円、15歳以下無料
※犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、犬島 くらしの植物園共通
岡山市東区犬島327-4
宝伝港から定期船で約10分
宝伝港　普通車あり（有料　普通車500円、犬島内は徒歩移動のみ）
犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、犬島 くらしの植物園：9：00 ～ 16：30
（最終入館16：00）、チケットセンター：9：00 ～ 17：00
火曜（3～11月）、火～木曜（12～2月）※祝日の場合は開館、翌日休館

※団体鑑賞割引および障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの
方への減免はございません。
※【団体（10名以上）鑑賞のご案内】ご来館前に、必ずベネッセアートサイト直島ウェブサイトよりお申し込み
ください。昼食のご予約はご来館2日前まで承ります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。美術
館スタッフが各施設をご案内するプライベートツアーもございます。詳しくはベネッセアートサイト直島ウェブサイト
（https://benesse-artsite.jp/）をご確認ください。

086-947-1112公益財団法人福武財団（犬島精錬所美術館）

犬島は岡山市唯一の有人島で、古くから花崗岩の産地として知られ、岡山城、大阪城、江
戸城などにも犬島産の石が使われていました。2008年に開館した犬島精錬所美術館は、
約100年前の銅製錬所の遺構を保存・再生し、「在るものを活かし、無いものを創る」とい
うコンセプトのもと作られた美術館です。

犬島精錬所美術館、犬島「家プロジェクト」、
犬島 くらしの植物園

お問い合わせ先

犬島精錬所美術館　写真：阿野太一

犬島チケットセンター　写真：井上嘉和

夜間の「岡山城天守閣」を会議、集会、懇親会等の会場
として幅広くご利用いただけます。また、付属施設であ
る「不明門」や天守閣前広場等も「岡山城天守閣」の開
場時間に限り、ご利用いただけます。

●岡山城内で「備前焼」の体験ができます。

宮下酒造（株） 酒工房独歩館

086-953-2525キリンビール 岡山工場

2019年春に見学施設をリニューア
ル！見て、ふれて、味わって「キリン
一番搾り生ビール」のおいしさの秘
密を発見してください。確かな技術と
丁寧なものづくりへのこだわりを岡
山らしい豊かな自然の中でゆったり
と実感していただけます。

キリンビール  岡山工場

見学無料（要予約）
岡山市東区瀬戸町万富678
山陽自動車道山陽ICより約15分
大型車6台／普通車50台
【平日】10：00～15：00、【土日祝】10：00～15：30
月曜日（祝日の場合は営業、次の平日が休館）、年末年始、臨時休館あり。

※インターネットまたはお電話にてご予約ください。（予約は3ヶ月前の1日から承ります。）
※電話予約受付時間…9：00～17：00（休館日を除く）
※所要時間：約70分（テイスティング時間含む）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先

2015年２月に全面稼働した工場で
す。ヤクルト類の生産工程を見てい
ただける見学コースになっています。
団体様はもちろん少人数のお客様
もぜひお越しください。
工場見学コース以外にも見ていた
だける設備がございます。見学前、
見学後にご自由にお楽しみください。

岡山和気ヤクルト工場

見学無料
和気郡和気町田原下字高柳２６９
山陽自動車道和気ICより約15分
大型バス5台／普通車20台
月曜日～土曜日／全7回（①９：３０～②10：15～③１1：0０～④１1：45～⑤13：30～⑥14：15～⑦15：00～）
日曜日、年末年始

※事前予約制（WEB、電話でお願いします）。60日前から前日まで。予約状況により、ご希望にそえない場合がございますので、予
めご了承ください。※生産工程の写真撮影は、ご遠慮いただいております。 工場内への飲食物の持ち込みは、ご遠慮いただいてお
ります。 発熱などの症状がある方は、入場をお断りする場合がございます。 ペット同伴はご遠慮いただいております。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先

国内外のお客様に感動して頂け
ますように酒蔵見学、レストラン、
直売所とも趣向を凝らしており、
宴会施設も完備しています。
敷地内で醸造した、クラフトビー
ル、日本酒、焼酎、リキュール、ス
ピリッツやオジリナルのお酒のア
イスクリーム、世界のワインもあ
ります（無料試飲数種類あり）。

無料
岡山市中区西川原１８５-１
山陽自動車岡山ICより約20分
大型車3台／普通車あり
見学（10：00～16：00）、売店（10：00～19：00）、レストラン（11：30～21：00）
水曜日、年末年始（水曜祝日は、営業します。翌日、代休。）

※レストラン+大小3つ（着席にて48名、18名、8名）の宴会場を完備。
※酒造りの映像も視聴可能です。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

主祭神大吉備津彦命は「桃太郎」
のモデルといわれ、吉備国を平定
しました。神社の本殿と拝殿は国
宝に指定されています。比翼入母
屋造（吉備津造）の本殿は、全国
でもこの吉備津神社でしか見ら
れない特殊な形式の社殿です。

日本三大稲荷・最上稲荷は、明治
の神仏分離令の際、特別に「神仏
習合」の祭祀形態が許された、貴
重な稲荷です。そのため、お寺で
ありながら鳥居を備え、神宮形式
の本殿があるなど神仏習合時代
の形態を数多く残しています。
縁切りと縁結びを一度に祈願で
きる「縁の末社」は人気のパワー
スポットです。

086-270-8111宮下酒造（株） 「酒工房独歩館」

0869-92-5400株式会社 岡山和気ヤクルト工場

086-287-4111吉備津神社

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■最終申込受付日

御祈祷料（鳴釡神事）1件につき3,000円以上随意
岡山市北区吉備津931
山陽自動車道岡山IC、または岡山自動車道岡山総社ICより約15分
大型バス4台/普通車400台
5：00～17：30（ご祈祷受付、お守り授与所8：30～16：00）
毎週金曜日　※ただし5月と10月の第2日曜日、12月28日（金曜日は除く）は、
　　　　　　　御竈殿は開いておりますが、鳴釡神事の受付はしておりません。
当日の14：00まで　※受付時間は9：00～14：00、申込場所は社務所受付です。

御竈殿で行う神事で釡の鳴る音
で祈願に対する吉凶を占います。
大吉備津彦命の鬼退治神話に
よると御竈殿の竈の下に退治さ
れた鬼の温羅の首が埋められて
いると伝えられています。

吉備津神社 鳴釡神事

お問い合わせ先

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
40～50人
岡山市北区高松558-2
岡山自動車道岡山総社ICより約8分
普通車30台／バス5台
※バスでお越しの際は事前に資料館まで
　お問い合わせください。

●高松城址公園資料館
■料金
■開館・営業時間
■休業日

各種資料を見ることが出来ます。
無料
１０：00～１５：00
月曜日、年末年始

天正10年（1582）、この地で秀吉軍と毛利軍が
戦った「高松城水攻め」があった。近くには水攻め
築堤跡が残っている。
現在は、公園として整備され、当時に思いを馳せな
がら散策を楽しむことができます。 

お問い合わせ先 086-287-5554高松城址公園資料館

備中高松城址公園

■料金
■所在地

■アクセス

無料
玉野市築港1丁目地内（宇野港周辺）
常山駅（玉野市宇藤木714-2 ）、八浜駅（玉野市八浜町大崎480）、
備前田井駅（玉野市田井3-3-1）、宇野駅（玉野市築港1-1-1 ）
瀬戸中央自動車道児島ICより約40分

0863ｰ33-5005玉野市商工観光課

宇野港周辺アートサイト

お問い合わせ先

「宇野のチヌ」©淀川テクニック

瀬戸内国際芸術祭の会場のひ
とつであり、瀬戸内海の島々へ
の玄関口、宇野港周辺には「宇
野のチヌ」のほか個性豊かな
アート作品が多数展開されてい
ます。また、JR西日本の観光列
車「ラ・マル・ド・ボァ」と合せて、
「宇野みなと線」の4駅（常山駅、
八浜駅、備前田井駅、宇野駅）
をアート化しています。
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■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人400円（320円）、小中学生100円（80円）、65歳以上200円
※（　）内は30名以上の団体料金
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型車5台/普通車500台
9：00～17：00
12/29～31

現存する日本最古の庶
民教育のための学校。
備前焼瓦の大屋根が
特徴的な講堂は国宝
に指定されており、敷
地内のほぼ全ての建
造物が重要文化財に
指定されている。樹齢
約100歳の“楷の木”は、
一対二本あり、左右で
違う色に紅葉し、１１月
中旬からは、敷地内の
モミジが色づき、周囲
の山と合わせて色鮮や
かな紅葉となる。

旧閑谷学校

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

一般810円（730円）、小中学生510円（490円）、65歳以上610円※史跡入場料、講堂学
習参加費用、冊子代含む※（　）内は30名以上の団体料金
最少催行5人、可能人員200人
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型バス5台/普通車500台
講堂にて論語体験［90～120分］※開館時間のうち、当日の行程に合わせて実施※ただし
講堂の使用状況によっては利用できない時間あり
9：00～17：00
12/29～31
10日前まで

備前焼煉瓦の大屋根
が特徴的な講堂は国
宝に指定され、論語
体験はその国宝に立
ち入り実施する。

特別史跡 旧閑谷学校で論語体験

0869-67-1436
0869-67-9900特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）

史跡入口お問い合わせ先 お問い合わせ先 0869-67-1436
0869-67-9900特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）

史跡入口

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

入館無料
備前市伊部1657-7
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車6台/普通車50台
9：30～17：30
毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

※土600ｇ電気窯3,240円、土600ｇ登窯3,780円

0869-64-1001（協）岡山県備前焼陶友会

JR赤穂線伊部駅舎を含んでおり、１階は東備広域観光情報センター、２階は協同組合備前
焼陶友会員の作家・窯元の作品を展示即売しています。また、備前焼伝統産業会館をよく
見ると建物全体が登り窯の形になっています。
備前焼作家の指導の下、作陶体験を行うこともできます。

備前焼伝統産業会館

お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人500円（400円）、大学・高校生300円（200円）、65歳以上400円（300円）、中学生以
下無料
※（　）内は20名以上の団体料金
100人
備前市伊部1659-6
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車6台※150m先の無料バス駐車場/普通車19台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

千年の歴史を持った備前市の伝統工芸備前焼の展示を古備前から現代作品まで行う
ミュージアム。
歴代の人間国宝の作品を常設している他、企画展を実施しています。

備前市立備前焼ミュージアム

0869-64-1400備前市立備前焼ミュージアムお問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

備前市日生町日生８０１-４
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車8台/普通車200台
９：００～１６：００（営業時間内でも、完売後は閉店しますのでご注意ください）
毎週水曜日（祝日の場合は木曜日）

※海の駅しおじ　9：00～16：00（直売コーナー定休日：年末年始）
※ぎょぎょっと祭り　毎月第一日曜日9：00～15：00（1月は除く）

0869-72-1181日生町漁業協同組合

様々な魚が割安で並
んでおり、買った魚は
向かいの海の駅しお
じにてバーベキューを
楽しむことができます。
また、毎月第一日曜日
には大感謝祭「ぎょ
ぎょっと祭り」が開催
されており、とれたて
の魚を大安売りして
います。

日生五味の市

お問い合わせ先

ひなせ

瀬戸内市長船町東須恵1373-5
岡山ブルーライン邑久ICより約5分
大型車可/普通車300台
10：00～17：00（日曜日、祝日9：00～17：00）
年末年始

0869-26-6580株式会社大町

昔ながらの懐かしい駄菓子が約3000種、所狭しと並べられております。“駄菓子の聖地”
として知られるこのお店は、県外からも多くのお客さんが訪れ、皆さん大量の駄菓子を買っ
て帰ります。そんな駄菓子の魅力に憑りつかれる人続出の「日本一のだがし売場」です。

日本一のだがし売場

お問い合わせ先

入館料無料
土ひねり1,100円～、絵付け体験900円～
団体（２０名以上）所定料金の1割引
100人
瀬戸内市牛窓町長浜5092
岡山ブルーライン邑久ICより約7分
大型車可/普通車30台
9：00～17：00
月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土・日の場合は開館）、年末年始

一般500円、高大生300円、中学生以下無料
団体（一般400円、高大生250円、中学生以下無料）
160人
瀬戸内市長船町長船966
岡山ブルーライン瀬戸内ICより約15分
大型車4台/普通車40台
9：00～17：00（入場は16：30まで）
毎週月曜日（ただし休日の場合は翌日に振り替え）、12月28日～1月4日、祝祭日の翌日、展示
替え等。詳しくはHPをご覧ください。

※10名以上で参加をされる場合は、必ず予約をお願いします。
※火曜日は開館しておりますが、陶芸体験受け入れについては団体のみとなっております。

0869-34-5680寒風陶芸会館

備前焼のルーツといわれる「須恵器」が焼かれていた牛窓・寒風の地に建つ施設。隣地にあ
る国史跡「寒風古窯跡群」から出土した須恵器や寒風陶芸の里周辺の陶芸作家の作品な
どを展示。「土ひねり」「絵付け」など手作りの楽しさを体験していただける陶芸教室を常時
開催しております。

備前おさふね刀剣の里には、全国的にも少ない日本刀を専門展示する「備前長船刀剣博物
館」があります。博物館には常時約40口の日本刀を展示しています。日本刀を作る職人の
仕事風景を見学できる「鍛刀場」や「工房」も併設されています。
また、毎月第2日曜日には、昔ながらの方法で鋼を鍛錬する公開古式鍛錬を行っております。

お問い合わせ先

0869-66-7767備前長船刀剣博物館

備前おさふね刀剣の里

寒風陶芸会館

お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

※企画内容によっては料金が異なることがあります。
※古式鍛錬公開：毎月第2日曜日、1回目午前11時～、2回目午後2時～
※ペーパーナイフ製作講座：2週間前までに要予約、所要時間約1時間30分、金額1,500円（入館料別途必要）、最少5名～

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
100人
瀬戸内市牛窓町牛窓412-1
岡山ブルーライン邑久ICより約15分
大型車7台/普通車85台
9：00～17：00（6～８月は18：30）
なし

0869-34-2370牛窓オリーブ園

牛窓で一番高い丘にオリーブの成木約2,000本が植えられており、南欧のような風景に
出会えます。山頂広場からの瀬戸内海の多島美は圧巻。展望台からは、「日本のエーゲ海」
とも称される360度のパノラマ景観を楽しむことができます。

牛窓オリーブ園

お問い合わせ先

さぶ かぜ

備前焼の里伊部を、地元の観光ボランティアガイドの案内にて散策します。窯跡等の史跡
や旧山陽道を中心に近隣の神社や窯元を巡るコースです。

0869-64-1832備前市役所産業観光課お問い合わせ先

焼き物のふる里・伊部の町散策

無料※備前焼ミュージアムに入る場合はその入場料が発生する。
JR伊部駅周辺／備前市伊部1657-7
山陽自動車道備前IC・和気ICより約15分
大型車6台／普通車40台
通年、9：00～17：00程度
年末年始
毎月第１木曜日（ガイド定期打合せ会のため）、年末年始
1人

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日
■最小催行
※【スケジュール】伊部駅～伊部地内～伊部駅（所要時間：60～90分）
※最終予約受付は、設定日の14日前。
※ガイドは無料。要事前申し込み。
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■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人400円（320円）、小中学生100円（80円）、65歳以上200円
※（　）内は30名以上の団体料金
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型車5台/普通車500台
9：00～17：00
12/29～31

現存する日本最古の庶
民教育のための学校。
備前焼瓦の大屋根が
特徴的な講堂は国宝
に指定されており、敷
地内のほぼ全ての建
造物が重要文化財に
指定されている。樹齢
約100歳の“楷の木”は、
一対二本あり、左右で
違う色に紅葉し、１１月
中旬からは、敷地内の
モミジが色づき、周囲
の山と合わせて色鮮や
かな紅葉となる。

旧閑谷学校

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

一般810円（730円）、小中学生510円（490円）、65歳以上610円※史跡入場料、講堂学
習参加費用、冊子代含む※（　）内は30名以上の団体料金
最少催行5人、可能人員200人
備前市閑谷784
山陽自動車道和気ICより約5分
大型バス5台/普通車500台
講堂にて論語体験［90～120分］※開館時間のうち、当日の行程に合わせて実施※ただし
講堂の使用状況によっては利用できない時間あり
9：00～17：00
12/29～31
10日前まで

備前焼煉瓦の大屋根
が特徴的な講堂は国
宝に指定され、論語
体験はその国宝に立
ち入り実施する。

特別史跡 旧閑谷学校で論語体験

0869-67-1436
0869-67-9900特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）

史跡入口お問い合わせ先 お問い合わせ先 0869-67-1436
0869-67-9900特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会（事務局）

史跡入口

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

入館無料
備前市伊部1657-7
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車6台/普通車50台
9：30～17：30
毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

※土600ｇ電気窯3,240円、土600ｇ登窯3,780円

0869-64-1001（協）岡山県備前焼陶友会

JR赤穂線伊部駅舎を含んでおり、１階は東備広域観光情報センター、２階は協同組合備前
焼陶友会員の作家・窯元の作品を展示即売しています。また、備前焼伝統産業会館をよく
見ると建物全体が登り窯の形になっています。
備前焼作家の指導の下、作陶体験を行うこともできます。

備前焼伝統産業会館

お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人500円（400円）、大学・高校生300円（200円）、65歳以上400円（300円）、中学生以
下無料
※（　）内は20名以上の団体料金
100人
備前市伊部1659-6
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車6台※150m先の無料バス駐車場/普通車19台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

千年の歴史を持った備前市の伝統工芸備前焼の展示を古備前から現代作品まで行う
ミュージアム。
歴代の人間国宝の作品を常設している他、企画展を実施しています。

備前市立備前焼ミュージアム

0869-64-1400備前市立備前焼ミュージアムお問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

備前市日生町日生８０１-４
山陽自動車道備前ICより約15分
大型車8台/普通車200台
９：００～１６：００（営業時間内でも、完売後は閉店しますのでご注意ください）
毎週水曜日（祝日の場合は木曜日）

※海の駅しおじ　9：00～16：00（直売コーナー定休日：年末年始）
※ぎょぎょっと祭り　毎月第一日曜日9：00～15：00（1月は除く）

0869-72-1181日生町漁業協同組合

様々な魚が割安で並
んでおり、買った魚は
向かいの海の駅しお
じにてバーベキューを
楽しむことができます。
また、毎月第一日曜日
には大感謝祭「ぎょ
ぎょっと祭り」が開催
されており、とれたて
の魚を大安売りして
います。

日生五味の市

お問い合わせ先

ひなせ

瀬戸内市長船町東須恵1373-5
岡山ブルーライン邑久ICより約5分
大型車可/普通車300台
10：00～17：00（日曜日、祝日9：00～17：00）
年末年始

0869-26-6580株式会社大町

昔ながらの懐かしい駄菓子が約3000種、所狭しと並べられております。“駄菓子の聖地”
として知られるこのお店は、県外からも多くのお客さんが訪れ、皆さん大量の駄菓子を買っ
て帰ります。そんな駄菓子の魅力に憑りつかれる人続出の「日本一のだがし売場」です。

日本一のだがし売場

お問い合わせ先

入館料無料
土ひねり1,100円～、絵付け体験900円～
団体（２０名以上）所定料金の1割引
100人
瀬戸内市牛窓町長浜5092
岡山ブルーライン邑久ICより約7分
大型車可/普通車30台
9：00～17：00
月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土・日の場合は開館）、年末年始

一般500円、高大生300円、中学生以下無料
団体（一般400円、高大生250円、中学生以下無料）
160人
瀬戸内市長船町長船966
岡山ブルーライン瀬戸内ICより約15分
大型車4台/普通車40台
9：00～17：00（入場は16：30まで）
毎週月曜日（ただし休日の場合は翌日に振り替え）、12月28日～1月4日、祝祭日の翌日、展示
替え等。詳しくはHPをご覧ください。

※10名以上で参加をされる場合は、必ず予約をお願いします。
※火曜日は開館しておりますが、陶芸体験受け入れについては団体のみとなっております。

0869-34-5680寒風陶芸会館

備前焼のルーツといわれる「須恵器」が焼かれていた牛窓・寒風の地に建つ施設。隣地にあ
る国史跡「寒風古窯跡群」から出土した須恵器や寒風陶芸の里周辺の陶芸作家の作品な
どを展示。「土ひねり」「絵付け」など手作りの楽しさを体験していただける陶芸教室を常時
開催しております。

備前おさふね刀剣の里には、全国的にも少ない日本刀を専門展示する「備前長船刀剣博物
館」があります。博物館には常時約40口の日本刀を展示しています。日本刀を作る職人の
仕事風景を見学できる「鍛刀場」や「工房」も併設されています。
また、毎月第2日曜日には、昔ながらの方法で鋼を鍛錬する公開古式鍛錬を行っております。

お問い合わせ先

0869-66-7767備前長船刀剣博物館

備前おさふね刀剣の里

寒風陶芸会館

お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

※企画内容によっては料金が異なることがあります。
※古式鍛錬公開：毎月第2日曜日、1回目午前11時～、2回目午後2時～
※ペーパーナイフ製作講座：2週間前までに要予約、所要時間約1時間30分、金額1,500円（入館料別途必要）、最少5名～

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
100人
瀬戸内市牛窓町牛窓412-1
岡山ブルーライン邑久ICより約15分
大型車7台/普通車85台
9：00～17：00（6～８月は18：30）
なし

0869-34-2370牛窓オリーブ園

牛窓で一番高い丘にオリーブの成木約2,000本が植えられており、南欧のような風景に
出会えます。山頂広場からの瀬戸内海の多島美は圧巻。展望台からは、「日本のエーゲ海」
とも称される360度のパノラマ景観を楽しむことができます。

牛窓オリーブ園

お問い合わせ先

さぶ かぜ

備前焼の里伊部を、地元の観光ボランティアガイドの案内にて散策します。窯跡等の史跡
や旧山陽道を中心に近隣の神社や窯元を巡るコースです。

0869-64-1832備前市役所産業観光課お問い合わせ先

焼き物のふる里・伊部の町散策

無料※備前焼ミュージアムに入る場合はその入場料が発生する。
JR伊部駅周辺／備前市伊部1657-7
山陽自動車道備前IC・和気ICより約15分
大型車6台／普通車40台
通年、9：00～17：00程度
年末年始
毎月第１木曜日（ガイド定期打合せ会のため）、年末年始
1人

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日
■最小催行
※【スケジュール】伊部駅～伊部地内～伊部駅（所要時間：60～90分）
※最終予約受付は、設定日の14日前。
※ガイドは無料。要事前申し込み。
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大人600円、中高大学生250円、小学生200円
※20名以上の団体のお客様は入館料2割引き（要事
前申し込み）
瀬戸内市邑久町本庄
岡山ブルーライン邑久ICより約３分
大型車2台/普通車10台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

0869-22-0622夢二生家記念館・少年山荘

大正ロマンを代表する詩人画家竹久夢二のふるさとで夢二芸術
の原点が体感できる美術館。夢二が16歳までを過ごした部屋も残
る築約250年の茅葺屋根の生家では肉筆作品を、夢二自らが設
計したアトリエ兼住居を復元した「少年山荘」では夢二の人生・デ
ザイン・音楽をテーマに展示。納屋を改装したカフェ「椿茶房」では
京都の和菓子作家による季節のオリジナル和菓子も楽しめます。

夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘

お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
赤磐市河本1113
山陽自動車道山陽ICより約５分
大型車５台／普通車２０台
売店8：30～19：00（見学は17時まで）
1２月31日～１月3日
7日前（当日でもＯＫのこともありますのでご連絡ください）

086-955-0130赤磐酒造株式会社

桃畑に囲まれた酒蔵です。岡山県特産の朝日米で造った純
米吟醸「桃の里」を中心に、ふくらみのあるソフトなお酒を
造っています。
酒蔵見学に併せて、試飲も6～7種類楽しむことができ、
お庭でゆっくりとくつろいでいただけます。

赤磐酒造 酒蔵見学と試飲、お買い物

お問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

【宿泊】大人1名9,000円 【日帰り体験】1，200円～
（食事、体験料）
可能人員45人
吉備中央町豊野1-2
岡山空港から車で４０分、岡山駅から車で６０分
10：00～16：00（体験によっては変更あります）
【農業体験】1時間 【加工品づくり】2時間
【自然体験】2時間
要問合せ
要問合せ（体験内容によって違います）
要問合せ
要問合せ

0866-54-1301吉備中央町協働推進課

吉備中央町では、雄大な自然の中で農業体験ができ、味わ
いある個性豊かで魅力いっぱいの農家民宿に取り組んで
います。親子や田舎暮らしに憧れる方が、あたたかい町の人
と暮らすように過ごせるプチ移住を体験できます。

農家民宿きびっちゅ
（農業体験事業・移住体験事業）

お問い合わせ先

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■開館・営業時間
■体験メニュー

■取消料
■休業日
■設定除外日
■最終予約受付日

3,000円/人（食べ放題）
可能人員50人
加賀郡吉備中央町上田西1853－3
賀陽ICから車で約３０分/岡山空港から車で約４０分/
JR岡山駅から車で約1時間
大型車2台／普通車10台
完全予約制　11：00～14：00

昨度にオープンしたジビエ専用BBQ施設である、空の漁師小
屋。空の漁師小屋は町内で捕獲した有害獣の有効活用進め
ている加茂川有害獣利用促進協議会が運営しており、猪、鹿、
アナグマなどの珍しいお肉をBBQで楽しむことができます。

空の猟師小屋

■料金
■定員
■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間

備
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サッポロビール 岡山ワイナリーサッポロビール 岡山ワイナリー

お問い合わせ先 086-957-3200サッポロビール株式会社 岡山ワイナリー

美しい緑と清流に恵まれた異国情緒豊かな
西日本最大級のワイナリー。
時間に合わせ、じっくり楽しんでいただける
自由見学コースです。
パッケージングラインや熟成中のワイン樽、
敷地内にあるぶどう畑などを見学することが
できます。
併設のショップではプレミアムワインのグラン
ポレールシリーズをはじめ各種ワインを取り
揃えています。是非ご利用ください。

無料（自由見学）
赤磐市東軽部1556
山陽自動車道山陽ＩＣより約15分
大型車9台／普通車20台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

一般：中学生以上1,200円、4歳以上小学生700円、
団体（15名以上）：中学生以上700円、4歳以上小学生400円
8,000人
赤磐市仁堀中2006
山陽自動車道山陽ICより約30分
大型車30台/普通車2000台
平日１０：００～１７：００、土日祝９：３０～１８：００
※冬季は月によって変動あり
水曜日（１２月～２月は水・木曜日定休）

※雨天、動物の体調により、動物とのふれあいは中止となる場合がございます。
※車いすが3台（無料）、ベビーカーが6台（有料200円）ご用意しております。
※授乳スペースとおむつ替えスペース有。

086-958-2111
おかやまフォレストパーク ドイツの森お問い合わせ先

ヨーロッパの農村を再現したテーマパーク。異国情緒あふれる街
並みを一望できる高さ１０mの「ブランコ」は、他で体験することは
できません。敷地内には、数万本にも及ぶ菜の花や、チューリップ、
バラ、ひまわり、コスモス畑などがあり、見ごろの時期は観光客が
多く訪れます。また、ゴーカートや芝すべりなどの遊具や、自家製ソー
セージやクラフトビール、石窯ピザなども堪能でき、大人から子ども
まで楽しめる公園となっています。

おかやまフォレストパーク ドイツの森

大型バスでは侵入することのできない備中松
山城。ふもとの駐車場から中型バスへ乗り換
え「ふいご峠（8合目）」まで送迎いたします。
路線用のバスを利用するため、吊革、手すり
を使えば立席込みで50人を一度に送迎可能
です。

備中松山城
送迎バス（団体）

■料金

■定員
■設定除外日

貸切30,000円（4～6月、9～11月）
貸切27,000円（1～3月、7、8、12月）
（ふもとの駐車場～「ふいご峠（8合
目）」までの往復）
※消費税別（予約制）
最少催行1人、可能人員50人
備中松山城休業日12/29～1/3

0866-48-9111
備北バス 観光課

お問い合わせ先

旧折井家・旧埴原家共通券 
大人5００円、小中学生２5０円 、団体
割引あり 30人以上1割引 、100人
以上2割引
旧折井家：高梁市石火矢町23-2
旧埴原家：高梁市石火矢町27
山陽自動車道賀陽ＩＣより約20分
普通車７台
９：００～１７：００
１２月２９日～１月３日

漆喰壁の格式漂う旧折井家は江戸時代
後期に建てられたもので、当時１６０石の馬
回り役を勤めた武士が住んでいました。旧
埴原家は江戸時代中期の建築物です。寺
院や数寄屋風の要素を取り入れた珍しい
造りとなっており、市の重要文化財に指定
されています。
■料金
　

■所在地

■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人4００円、中高生２００円、団体割引
あり ３０人以上１割引、７０人以上２割引
高梁市頼久寺18
山陽自動車道賀陽ＩＣより約20分
普通車１０台
9：00～17：00
年中無休

国指定名勝の庭園は、備中国奉行・小堀遠州
の初期の作庭で蓬莱式枯山水庭園です。5月
下旬から6月上旬にかけてサツキの花を楽し
む事ができます。

0866-22-3516頼久寺お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

高梁市武家屋敷館旧折井家・旧埴原家頼久寺庭園

・郷土館・片山家住宅／大人500円（450円）、小人250円（230円）
・ベンガラ館／大人300円（270円）、小人200円（180円）
・笹畝坑道／大人400円（360円）、小人200円（180円）
・広兼邸／大人400円（360円）、小人200円（180円）
※上記5館周遊券（共通券）／大人1,000円（900円）、小人500円（450円）
高梁市成羽町吹屋 他
岡山自動車道賀陽ICより約７０分
千枚駐車場、下町駐車場は大型バスの駐車が可能です。
【4月～11月】9：００～17：００、【１2月～３月】10：００～１6：００
１２月２９日～１２月３１日、西江邸…年末年始（要確認）

・西江邸／大人500円（400円）、
  　　　　小人250円（200円）
※（　）内は20名以上料金

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

「ジャパンレッド」発祥の地ー弁柄（べんがら）と銅（あ
かがね）の町・備中吹屋ーのストーリーが日本遺産に認
定された吹屋は江戸時代初期から銅山の町として栄
え、特に江戸時代後期からは弁柄の生産で栄えまし
た。全盛期の姿をそのまま留める石州瓦とベンガラ格
子が美しいノスタルジックな赤い町並み、豪商の築い
た大邸宅、鉱山跡などみどころいっぱいです。

０８６６-２９-２２２２（一社）高梁市観光協会 吹屋支部お問い合わせ先

ノスタルジックな赤い町並み「吹屋」

090-3636-3818
加茂川有害獣利用促進協議会

お問い合わせ先

0866-21-0461（一社）高梁市観光協会お問い合わせ先

※ガイド有料、事前申し込み。

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■休業日

一般500円、小中学生200円、小学生未満無料、団体割引、30
名以上1割引き／100名以上2割引き
※武家屋敷館・頼久寺等を含めたお得な共通券あり。
　詳細はお問い合わせください。
高梁市内山下1
岡山自動車道賀陽ICより約20分※8合目駐車場（ふいご峠）か
らは徒歩で散策し約20分で天守へ到着
観光駐車場：大型車4台※大型バス回送先あり（5台）/普通車
17台、ふいご峠P：普通車13台※観光繁忙期には中腹P（100台
程度）よりシャトルバスへ要乗換（400円）
9：00～17：30（4月～9月）、9：00～16：30（10月～3月）※最終入
城時間は、各３０分前まで
年末年始（12/29～1/3）

0866‐21‐0461（一社）高梁市観光協会

国の重要文化財に指定されている、現存天守12城唯一の山城です。
登城坂の周囲は高さ１０m以上の巨大で切り立った岩壁がそびえ、
石垣とともに‘難攻不落の名城‘の面影を感じることができます。

お問い合わせ先

備中松山城

※天守までは８合目（ふいご峠）から約２０分の軽登山となります。歩きやすい服
装、靴でお越しください。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■休業日

無料
高梁市奥万田町
山陽自動車道賀陽ICより約１０分
あり
なし

９月下旬～４月上旬の良く晴れた早朝に霧
が発生し、雲海に浮かぶ“天空の山城”備中
松山城の姿を楽しむことができます。この幻
想的な姿を見るには、隣の峰にある備中松
山城雲海展望台からが最適です。展望台の
近くまでは車で移動でき、大型バスも侵入
可能です。

備中松山城
雲海展望台

0866-21-0217
高梁市観光課

お問い合わせ先

※詳細はホームページでご確認ください。（http://www.sapporobeer.jp/brewery/okayama/)

※オプションで、猪皮を使った小物作り等の体験、有害獣の生態や
活用方法についての講義も受講できます。（料金は別途相談）
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大人600円、中高大学生250円、小学生200円
※20名以上の団体のお客様は入館料2割引き（要事
前申し込み）
瀬戸内市邑久町本庄
岡山ブルーライン邑久ICより約３分
大型車2台/普通車10台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

0869-22-0622夢二生家記念館・少年山荘

大正ロマンを代表する詩人画家竹久夢二のふるさとで夢二芸術
の原点が体感できる美術館。夢二が16歳までを過ごした部屋も残
る築約250年の茅葺屋根の生家では肉筆作品を、夢二自らが設
計したアトリエ兼住居を復元した「少年山荘」では夢二の人生・デ
ザイン・音楽をテーマに展示。納屋を改装したカフェ「椿茶房」では
京都の和菓子作家による季節のオリジナル和菓子も楽しめます。

夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘

お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
赤磐市河本1113
山陽自動車道山陽ICより約５分
大型車５台／普通車２０台
売店8：30～19：00（見学は17時まで）
1２月31日～１月3日
7日前（当日でもＯＫのこともありますのでご連絡ください）

086-955-0130赤磐酒造株式会社

桃畑に囲まれた酒蔵です。岡山県特産の朝日米で造った純
米吟醸「桃の里」を中心に、ふくらみのあるソフトなお酒を
造っています。
酒蔵見学に併せて、試飲も6～7種類楽しむことができ、
お庭でゆっくりとくつろいでいただけます。

赤磐酒造 酒蔵見学と試飲、お買い物

お問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

【宿泊】大人1名9,000円 【日帰り体験】1，200円～
（食事、体験料）
可能人員45人
吉備中央町豊野1-2
岡山空港から車で４０分、岡山駅から車で６０分
10：00～16：00（体験によっては変更あります）
【農業体験】1時間 【加工品づくり】2時間
【自然体験】2時間
要問合せ
要問合せ（体験内容によって違います）
要問合せ
要問合せ

0866-54-1301吉備中央町協働推進課

吉備中央町では、雄大な自然の中で農業体験ができ、味わ
いある個性豊かで魅力いっぱいの農家民宿に取り組んで
います。親子や田舎暮らしに憧れる方が、あたたかい町の人
と暮らすように過ごせるプチ移住を体験できます。

農家民宿きびっちゅ
（農業体験事業・移住体験事業）

お問い合わせ先

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■開館・営業時間
■体験メニュー

■取消料
■休業日
■設定除外日
■最終予約受付日

3,000円/人（食べ放題）
可能人員50人
加賀郡吉備中央町上田西1853－3
賀陽ICから車で約３０分/岡山空港から車で約４０分/
JR岡山駅から車で約1時間
大型車2台／普通車10台
完全予約制　11：00～14：00

昨度にオープンしたジビエ専用BBQ施設である、空の漁師小
屋。空の漁師小屋は町内で捕獲した有害獣の有効活用進め
ている加茂川有害獣利用促進協議会が運営しており、猪、鹿、
アナグマなどの珍しいお肉をBBQで楽しむことができます。

空の猟師小屋

■料金
■定員
■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間

備
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リ
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サッポロビール 岡山ワイナリーサッポロビール 岡山ワイナリー

お問い合わせ先 086-957-3200サッポロビール株式会社 岡山ワイナリー

美しい緑と清流に恵まれた異国情緒豊かな
西日本最大級のワイナリー。
時間に合わせ、じっくり楽しんでいただける
自由見学コースです。
パッケージングラインや熟成中のワイン樽、
敷地内にあるぶどう畑などを見学することが
できます。
併設のショップではプレミアムワインのグラン
ポレールシリーズをはじめ各種ワインを取り
揃えています。是非ご利用ください。

無料（自由見学）
赤磐市東軽部1556
山陽自動車道山陽ＩＣより約15分
大型車9台／普通車20台

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

一般：中学生以上1,200円、4歳以上小学生700円、
団体（15名以上）：中学生以上700円、4歳以上小学生400円
8,000人
赤磐市仁堀中2006
山陽自動車道山陽ICより約30分
大型車30台/普通車2000台
平日１０：００～１７：００、土日祝９：３０～１８：００
※冬季は月によって変動あり
水曜日（１２月～２月は水・木曜日定休）

※雨天、動物の体調により、動物とのふれあいは中止となる場合がございます。
※車いすが3台（無料）、ベビーカーが6台（有料200円）ご用意しております。
※授乳スペースとおむつ替えスペース有。

086-958-2111
おかやまフォレストパーク ドイツの森お問い合わせ先

ヨーロッパの農村を再現したテーマパーク。異国情緒あふれる街
並みを一望できる高さ１０mの「ブランコ」は、他で体験することは
できません。敷地内には、数万本にも及ぶ菜の花や、チューリップ、
バラ、ひまわり、コスモス畑などがあり、見ごろの時期は観光客が
多く訪れます。また、ゴーカートや芝すべりなどの遊具や、自家製ソー
セージやクラフトビール、石窯ピザなども堪能でき、大人から子ども
まで楽しめる公園となっています。

おかやまフォレストパーク ドイツの森

大型バスでは侵入することのできない備中松
山城。ふもとの駐車場から中型バスへ乗り換
え「ふいご峠（8合目）」まで送迎いたします。
路線用のバスを利用するため、吊革、手すり
を使えば立席込みで50人を一度に送迎可能
です。

備中松山城
送迎バス（団体）

■料金

■定員
■設定除外日

貸切30,000円（4～6月、9～11月）
貸切27,000円（1～3月、7、8、12月）
（ふもとの駐車場～「ふいご峠（8合
目）」までの往復）
※消費税別（予約制）
最少催行1人、可能人員50人
備中松山城休業日12/29～1/3

0866-48-9111
備北バス 観光課

お問い合わせ先

旧折井家・旧埴原家共通券 
大人5００円、小中学生２5０円 、団体
割引あり 30人以上1割引 、100人
以上2割引
旧折井家：高梁市石火矢町23-2
旧埴原家：高梁市石火矢町27
山陽自動車道賀陽ＩＣより約20分
普通車７台
９：００～１７：００
１２月２９日～１月３日

漆喰壁の格式漂う旧折井家は江戸時代
後期に建てられたもので、当時１６０石の馬
回り役を勤めた武士が住んでいました。旧
埴原家は江戸時代中期の建築物です。寺
院や数寄屋風の要素を取り入れた珍しい
造りとなっており、市の重要文化財に指定
されています。
■料金
　

■所在地

■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人4００円、中高生２００円、団体割引
あり ３０人以上１割引、７０人以上２割引
高梁市頼久寺18
山陽自動車道賀陽ＩＣより約20分
普通車１０台
9：00～17：00
年中無休

国指定名勝の庭園は、備中国奉行・小堀遠州
の初期の作庭で蓬莱式枯山水庭園です。5月
下旬から6月上旬にかけてサツキの花を楽し
む事ができます。

0866-22-3516頼久寺お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

高梁市武家屋敷館旧折井家・旧埴原家頼久寺庭園

・郷土館・片山家住宅／大人500円（450円）、小人250円（230円）
・ベンガラ館／大人300円（270円）、小人200円（180円）
・笹畝坑道／大人400円（360円）、小人200円（180円）
・広兼邸／大人400円（360円）、小人200円（180円）
※上記5館周遊券（共通券）／大人1,000円（900円）、小人500円（450円）
高梁市成羽町吹屋 他
岡山自動車道賀陽ICより約７０分
千枚駐車場、下町駐車場は大型バスの駐車が可能です。
【4月～11月】9：００～17：００、【１2月～３月】10：００～１6：００
１２月２９日～１２月３１日、西江邸…年末年始（要確認）

・西江邸／大人500円（400円）、
  　　　　小人250円（200円）
※（　）内は20名以上料金

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

「ジャパンレッド」発祥の地ー弁柄（べんがら）と銅（あ
かがね）の町・備中吹屋ーのストーリーが日本遺産に認
定された吹屋は江戸時代初期から銅山の町として栄
え、特に江戸時代後期からは弁柄の生産で栄えまし
た。全盛期の姿をそのまま留める石州瓦とベンガラ格
子が美しいノスタルジックな赤い町並み、豪商の築い
た大邸宅、鉱山跡などみどころいっぱいです。

０８６６-２９-２２２２（一社）高梁市観光協会 吹屋支部お問い合わせ先

ノスタルジックな赤い町並み「吹屋」

090-3636-3818
加茂川有害獣利用促進協議会

お問い合わせ先

0866-21-0461（一社）高梁市観光協会お問い合わせ先

※ガイド有料、事前申し込み。

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■休業日

一般500円、小中学生200円、小学生未満無料、団体割引、30
名以上1割引き／100名以上2割引き
※武家屋敷館・頼久寺等を含めたお得な共通券あり。
　詳細はお問い合わせください。
高梁市内山下1
岡山自動車道賀陽ICより約20分※8合目駐車場（ふいご峠）か
らは徒歩で散策し約20分で天守へ到着
観光駐車場：大型車4台※大型バス回送先あり（5台）/普通車
17台、ふいご峠P：普通車13台※観光繁忙期には中腹P（100台
程度）よりシャトルバスへ要乗換（400円）
9：00～17：30（4月～9月）、9：00～16：30（10月～3月）※最終入
城時間は、各３０分前まで
年末年始（12/29～1/3）

0866‐21‐0461（一社）高梁市観光協会

国の重要文化財に指定されている、現存天守12城唯一の山城です。
登城坂の周囲は高さ１０m以上の巨大で切り立った岩壁がそびえ、
石垣とともに‘難攻不落の名城‘の面影を感じることができます。

お問い合わせ先

備中松山城

※天守までは８合目（ふいご峠）から約２０分の軽登山となります。歩きやすい服
装、靴でお越しください。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■休業日

無料
高梁市奥万田町
山陽自動車道賀陽ICより約１０分
あり
なし

９月下旬～４月上旬の良く晴れた早朝に霧
が発生し、雲海に浮かぶ“天空の山城”備中
松山城の姿を楽しむことができます。この幻
想的な姿を見るには、隣の峰にある備中松
山城雲海展望台からが最適です。展望台の
近くまでは車で移動でき、大型バスも侵入
可能です。

備中松山城
雲海展望台

0866-21-0217
高梁市観光課

お問い合わせ先

※詳細はホームページでご確認ください。（http://www.sapporobeer.jp/brewery/okayama/)

※オプションで、猪皮を使った小物作り等の体験、有害獣の生態や
活用方法についての講義も受講できます。（料金は別途相談）

備 中 エ リ ア
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086-434-6277公益財団法人有隣会 語らい座 大原本邸お問い合わせ先

倉敷市中央1丁目他
倉敷駅より徒歩約15分、倉敷IC・早島ICより約20分
※近隣にコインパーキング及びバス専用駐車場有

■所在地
■アクセス
■駐車場

倉敷美観地区

江戸時代、幕府の直轄地「天領」として栄えた倉敷。往時の繁栄を
伝える町並みが健在で、歴史を感じさせる独特な風情を残してい
ます。
白壁の蔵や商家、洋館などが立ち並ぶ「倉敷川沿い」と、商人や職
人の町家が通りに連なる「本町通り」が町歩きのメイン。風情ある
美しい白壁の町並みが、訪れる人を魅了します。

今なお進化し続ける
岡山県を代表する観光スポット

大原美術館の創設者大原孫三郎をはじめ、倉敷発展の礎を築いた
大原家代々が暮らした活きた重要文化財。石畳に連なる倉群、日本
庭園を臨む離れ座敷・・・・・、邸内では表通りの喧騒から離れ、「倉敷
の中の倉敷」をご堪能いただけます。

語らい座 大原本邸
（国指定重要文化財 旧大原家住宅）

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

大人：500円（一般）400円（団体）、高校生以下：400円（一般）200円（団体）
※未就学児は無料※団体は20名以上
倉敷市中央1丁目2-1
ＪＲ倉敷駅から徒歩約15分
近隣の一般有料駐車場をご利用ください。バスの場合は倉敷市バス専用駐車
場をご利用ください。
9：00～17：00 ※最終入館は16：30まで
月曜日・年末年始　貸切等による臨時休館あり

086-421-0224
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー

お問い合わせ先

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

3,500円/一人（20名目途）、最少催行70,000円～（本館のみ）（大原美術館入館券、特
別解説員案内料含む）※20名様を下回る場合でも最低価格70,000円、20名様以上
は人数加算となります。
可能人員40名程度
受付/大原美術館本館前に集合［5分］［17：00］▶イブニングツアー［85分］［17：05～
18：30］［計：90分］※開始、終了時間はご相談に応じます。
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※催しもの、展示替えなどによりご予約を承れない日もござい
ます。お問い合わせください。

閉館後に、貸切りで特別解説員の説明を聞きながら作品を鑑賞する「イブニングツアー」
は、各種会議などと組み合わせたプランにも最適です。上質の“空間”で皆さまだけの特別
な“時間”をお過ごしいただくことで、きっとご満足していただけるものと思います。

大原美術館イブニングツアー（団体型）

公益財団法人大原美術館お問い合わせ先

大原美術館モーニングツアー（団体型）

大原家ゆかりの建物が倉敷美観地区には集積しています。江戸時代からの大原家住宅
（外観）、有隣荘、中国銀行の旧倉敷本町出張所、倉敷国際ホテルなど、特別解説員の説明
を聞きながらお楽しみ頂ける、美観地区を舞台にした歴史の息吹を感じるプランです。

～大原家ゆかりの建物を巡るツアー～ 大原美術館歴史探訪

昭和天皇をはじめ多くの貴賓をおむかえしてきた大原家旧別邸「有隣荘」。通常非公開の
内部を、春秋の一般公開期間の他に、特別にご予約をいただいた団体向けに公開します。
有隣荘の成り立ち、大原美術館との関わりなどの見どころを、特別解説員が説明しながら
荘内を巡ります。

有隣荘特別公開プラン（団体型）

一般：1,500円、高・中・小学生500円、
団体料金（20名様以上）
一般：1,300円、高・中・小学生300円
倉敷市中央1-1-15
ＪＲ倉敷駅より徒歩約15分
近隣の一般有料駐車場をご利用ください。
バスの場合は倉敷市バス専用駐車場をご利用ください。
9：00～17：00※入館は16：30まで
毎週月曜日・12月28日～12月31日※月曜日が祝日の場合は開館

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

大原美術館

昭和5年(1930年）、倉敷の実業家大原孫三郎が私財を投じて設立。ギリシャ神殿風
の本館には、日本にあることが奇跡とさえいわれるエル・グレコ《受胎告知》やクロー
ド・モネ《睡蓮》、ポール・ゴーギャン《かぐわしき大地》などの西洋絵画を中心に展示し
ています。開館前や閉館時に行う解説付きの貸切ツアー（要予約・有料）など、滞在時
間に合わせて様々なスタイルでご鑑賞いただけます。

特別な灯りがともすおもてなしの空間。夕暮れ時のグッドイブニングツアー

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,000円/一人（25名目途）、最少催行50,000円～（本館のみ）※25名様を下回る場合
でも最低価格50,000円、25名様以上は人数加算となります（大原美術館本館入館料、
特別解説員案内料含む）※入館料＋1,000円で分館、工芸・東洋館もご覧いただけます）
可能人員40名程度
受付/大原美術館本館前に集合［5分］［7：55］▶モーニングツアー［60分］［8：00～9：00］
［計：65分］※開始、終了時間はご相談に応じます。
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※催しもの、展示替えなどによりご予約を承れない日もござい
ます。お問い合わせください。

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,500円/一人（20名目途）、最少催行50,000円～（ガイドツアー料金含む）※20名様
を下回る場合でも最低価格50,000円、20名様以上は人数加算となります。※大原美
術館入館券も含みますので、各自でご見学ください。
可能人員30名程度
集合場所※事前のご相談▶倉敷国際ホテル▶大原美術館外観▶大原邸▶中国銀行
本町出張所跡▶有隣荘※順不同［計：60分］
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※天候により中止する場合があります。詳細はお問い合わせください。 

■料金

■定員
■スケジュール
■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,500円/一人（20名目途）、最少催行50,000円～（有隣荘特別特別入場料、特別解
説員案内料含む）※20名様を下回る場合でも最低価格50,000円、20名様以上は人
数加算となります。※大原美術館入館券も含みますので、各自でご見学ください。
可能人員40名程度
大原美術館前集合※ご希望の到着時間▶有隣荘見学［30分］
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※休館日、また、春、秋の有隣荘特別公開（一般向け）開催な
どの場合、ご希望の日程に添えないことがございます。早めのご連絡をお願いします。 
    

大原美術館では、開館前に、貸切りで特別解説員の説明を聴きながら作品を鑑賞する
「モーニングツアー」を開催しております。上質の“空間”で皆さまだけの特別な“朝”をお過
ごしください。

爽やかな倉敷美観地区の朝、特別な空間でグッドモーニングツアー

086-422-0005
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086-434-6277公益財団法人有隣会 語らい座 大原本邸お問い合わせ先

倉敷市中央1丁目他
倉敷駅より徒歩約15分、倉敷IC・早島ICより約20分
※近隣にコインパーキング及びバス専用駐車場有

■所在地
■アクセス
■駐車場

倉敷美観地区

江戸時代、幕府の直轄地「天領」として栄えた倉敷。往時の繁栄を
伝える町並みが健在で、歴史を感じさせる独特な風情を残してい
ます。
白壁の蔵や商家、洋館などが立ち並ぶ「倉敷川沿い」と、商人や職
人の町家が通りに連なる「本町通り」が町歩きのメイン。風情ある
美しい白壁の町並みが、訪れる人を魅了します。

今なお進化し続ける
岡山県を代表する観光スポット

大原美術館の創設者大原孫三郎をはじめ、倉敷発展の礎を築いた
大原家代々が暮らした活きた重要文化財。石畳に連なる倉群、日本
庭園を臨む離れ座敷・・・・・、邸内では表通りの喧騒から離れ、「倉敷
の中の倉敷」をご堪能いただけます。

語らい座 大原本邸
（国指定重要文化財 旧大原家住宅）

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

大人：500円（一般）400円（団体）、高校生以下：400円（一般）200円（団体）
※未就学児は無料※団体は20名以上
倉敷市中央1丁目2-1
ＪＲ倉敷駅から徒歩約15分
近隣の一般有料駐車場をご利用ください。バスの場合は倉敷市バス専用駐車
場をご利用ください。
9：00～17：00 ※最終入館は16：30まで
月曜日・年末年始　貸切等による臨時休館あり

086-421-0224
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー

お問い合わせ先

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

3,500円/一人（20名目途）、最少催行70,000円～（本館のみ）（大原美術館入館券、特
別解説員案内料含む）※20名様を下回る場合でも最低価格70,000円、20名様以上
は人数加算となります。
可能人員40名程度
受付/大原美術館本館前に集合［5分］［17：00］▶イブニングツアー［85分］［17：05～
18：30］［計：90分］※開始、終了時間はご相談に応じます。
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※催しもの、展示替えなどによりご予約を承れない日もござい
ます。お問い合わせください。

閉館後に、貸切りで特別解説員の説明を聞きながら作品を鑑賞する「イブニングツアー」
は、各種会議などと組み合わせたプランにも最適です。上質の“空間”で皆さまだけの特別
な“時間”をお過ごしいただくことで、きっとご満足していただけるものと思います。

大原美術館イブニングツアー（団体型）

公益財団法人大原美術館お問い合わせ先

大原美術館モーニングツアー（団体型）

大原家ゆかりの建物が倉敷美観地区には集積しています。江戸時代からの大原家住宅
（外観）、有隣荘、中国銀行の旧倉敷本町出張所、倉敷国際ホテルなど、特別解説員の説明
を聞きながらお楽しみ頂ける、美観地区を舞台にした歴史の息吹を感じるプランです。

～大原家ゆかりの建物を巡るツアー～ 大原美術館歴史探訪

昭和天皇をはじめ多くの貴賓をおむかえしてきた大原家旧別邸「有隣荘」。通常非公開の
内部を、春秋の一般公開期間の他に、特別にご予約をいただいた団体向けに公開します。
有隣荘の成り立ち、大原美術館との関わりなどの見どころを、特別解説員が説明しながら
荘内を巡ります。

有隣荘特別公開プラン（団体型）

一般：1,500円、高・中・小学生500円、
団体料金（20名様以上）
一般：1,300円、高・中・小学生300円
倉敷市中央1-1-15
ＪＲ倉敷駅より徒歩約15分
近隣の一般有料駐車場をご利用ください。
バスの場合は倉敷市バス専用駐車場をご利用ください。
9：00～17：00※入館は16：30まで
毎週月曜日・12月28日～12月31日※月曜日が祝日の場合は開館

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

大原美術館

昭和5年(1930年）、倉敷の実業家大原孫三郎が私財を投じて設立。ギリシャ神殿風
の本館には、日本にあることが奇跡とさえいわれるエル・グレコ《受胎告知》やクロー
ド・モネ《睡蓮》、ポール・ゴーギャン《かぐわしき大地》などの西洋絵画を中心に展示し
ています。開館前や閉館時に行う解説付きの貸切ツアー（要予約・有料）など、滞在時
間に合わせて様々なスタイルでご鑑賞いただけます。

特別な灯りがともすおもてなしの空間。夕暮れ時のグッドイブニングツアー

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,000円/一人（25名目途）、最少催行50,000円～（本館のみ）※25名様を下回る場合
でも最低価格50,000円、25名様以上は人数加算となります（大原美術館本館入館料、
特別解説員案内料含む）※入館料＋1,000円で分館、工芸・東洋館もご覧いただけます）
可能人員40名程度
受付/大原美術館本館前に集合［5分］［7：55］▶モーニングツアー［60分］［8：00～9：00］
［計：65分］※開始、終了時間はご相談に応じます。
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※催しもの、展示替えなどによりご予約を承れない日もござい
ます。お問い合わせください。

■料金

■定員
■スケジュール

■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,500円/一人（20名目途）、最少催行50,000円～（ガイドツアー料金含む）※20名様
を下回る場合でも最低価格50,000円、20名様以上は人数加算となります。※大原美
術館入館券も含みますので、各自でご見学ください。
可能人員30名程度
集合場所※事前のご相談▶倉敷国際ホテル▶大原美術館外観▶大原邸▶中国銀行
本町出張所跡▶有隣荘※順不同［計：60分］
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※天候により中止する場合があります。詳細はお問い合わせください。 

■料金

■定員
■スケジュール
■取消料
■設定除外日
■最終予約受付日

2,500円/一人（20名目途）、最少催行50,000円～（有隣荘特別特別入場料、特別解
説員案内料含む）※20名様を下回る場合でも最低価格50,000円、20名様以上は人
数加算となります。※大原美術館入館券も含みますので、各自でご見学ください。
可能人員40名程度
大原美術館前集合※ご希望の到着時間▶有隣荘見学［30分］
開催日1カ月前より取消料発生（20,000円/回）
休館日
開催希望日の1カ月前迄※休館日、また、春、秋の有隣荘特別公開（一般向け）開催な
どの場合、ご希望の日程に添えないことがございます。早めのご連絡をお願いします。 
    

大原美術館では、開館前に、貸切りで特別解説員の説明を聴きながら作品を鑑賞する
「モーニングツアー」を開催しております。上質の“空間”で皆さまだけの特別な“朝”をお過
ごしください。

爽やかな倉敷美観地区の朝、特別な空間でグッドモーニングツアー

086-422-0005
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国内初のジーンズ資料館「ジーンズミュージアムⅠ・Ⅱ」、ジーンズ作りが
実際に体験できる「体験工場」、「アウトレットショップ」「ショールーム
ショップ」からなる「ベティスミス ジーンズミュージアム＆ヴィレッジ」は、
ジーンズをまるごと体感できる注目のスポットです。また平日限定で窓
越しから工場見学もできます。

ベティスミス ジーンズミュージアム＆ヴィレッジ

ジーンズ作り体験：7,000円（税別）～
ポーチ作り体験：2,000円（税別）
倉敷市児島下の町
瀬戸中央自動車道児島ICより約15分
普通車10台／大型車3台
9:00～18:00（店舗により異なる）
年末年始

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先 086-473-4460株式会社ベティスミス

お問い合わせ先 086-473-1231BIG JOHN  児島本店

無料
倉敷市児島下の町5-5-3
瀬戸中央自動車道児島ICより15分
大型車3台／普通車10台
10：00～17：00
休館日、年末年始（HPでご確認下さい）

学生服の産地「児島」の歴史を伝えることを目的に開館いたしました。
児島で活躍された各学生服メーカーのホーロ看板や、のぼりなどを
展示しております。また二階では、陳列している学生服やセーラー服、
ブレザーを自由に着替えて撮影するコーナーを設けています。

お問い合わせ先 086-473-2111日本被服株式会社

児島学生服資料館

髙田織物工場見学+体験工房コース

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

900円（税別）
倉敷市児島唐琴2-2-53
瀬戸中央自動車道水島IC・児島ICより約20分
大型車2台／普通車5台
見学＋体験工房コース（所要時間：1時間30分）
午前／10：30～12：00頃、午後／13：00～15：00頃
営業日で当社が工場見学可能日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■実施時期

本社工場にて、畳縁の製造現場を見学。 日本文化の畳縁、個性的な
紋様が次々に織り上がる工場は驚きの世界です。体験工房では、ミニ
畳作成をお楽しみいただけます。全コースとも、最後は畳縁専門
ショップ「ＦＬＡＴ」でお買い物となります。

お問い合わせ先 086-477-7162髙田織物

ふなおワイナリー

倉敷市船穂町の特産品、マスカット・オブ・アレキサンドリ
アを使用して、マスカットワインの醸造、販売を行っています。
ワインの他にマスカットの果肉が入ったソフトクリームや倉
敷産原料にこだわったスムージーもございます。自然に囲
まれたワイナリーへ是非お越しください。

お問い合わせ先 086-552-9789ふなおワイナリー

無料
倉敷市船穂町水江611-2
山陽自動車道玉島ICより車で約10分
大型車2台／普通車50台
9:00～17:00（状況により時間変更有）
毎週水曜日、年末年始（12/29～1/3）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

※団体でご利用の場合は早目の連絡をおすすめします。

ジーンズカスタム体験・インディゴ染め体験ジーンズカスタム体験・インディゴ染め体験

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

ジーンズカスタム体験：7,000円（税別）～
インディゴ染め体験：5,000円（税別）～
倉敷市児島味野2-2-43
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
大型車2台（前日までに要予約）、普通車8台
9：00～17：00
年末年始

広い店内には、アーカイブゾーン・展示ゾーン・カスタマイズできる
体験ゾーンがあり、ジーンズカスタム体験やインディゴ染め体験を
楽しめます。

奉仕（無料）
最少催行10人、可能人員80人
倉敷市児島由加山2852
瀬戸中央自動車道児島ＩＣから車で２０分/水島ICから１５分
大型バス１0台/普通車70台
表参道第一パーキング（集合）▶由加山の由緒説明
▶お祓い▶参拝記念授与［計：５０分］
9：00～16：00
２日前
年中無休
１１月2・３日、１２月1日～２月末日までは不可

由加山は二千有余年の歴史をもつ神仏混淆の霊山。ゆが・
こんぴら「両参り」、また厄除けの総本山としても知られ、
表参道には厄除けの石段が続きます。小団体からの参拝
で「お祓いコース」（要予約）が受けれます。

由加神社～お祓いコース～

086-477-3001由加山 由加神社本宮お問い合わせ先

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■最終予約受付日
■休業日
■設定除外日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
倉敷市下津井田之浦
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
バス45台/普通車366台　

086-472-1289児島駅観光案内所

瀬戸内海国立公園の代表的な景勝地、鷲羽山。その名称
は、両翼を広げた鷲に似ているところから付けられました。
瀬戸内海を見渡す絶好の展望スポットになっており、瀬戸
大橋と多島美のパノラマを大迫力で楽しめます。また「日本
夕陽百選」に選ばれた夕景の美しさは格別です。

お問い合わせ先

鷲羽山展望台
わしゅうざん

大人150円（小学生以下半額）
※改札外を見るときは、無料
ＪＲ児島駅
ＪＲ岡山駅からは普通列車利用で約30分
（特急利用で約20分）
なし

国産ジーンズ発祥の地「児島」の玄関口で、ジーンズバス発
着の地でもある児島駅ではいたるところをジーンズで装飾
し、ご利用のお客様をおもてなしします。

ＪＲ児島駅～JEANS STATION～

■料金

■所在地
■アクセス

■休業日

無料
倉敷市児島味野
瀬戸中央自動車道児島ＩＣより約10分
普通車無料駐車場10台※バス：児島市民交流センター
（086-474-8550）要予約。また、旧野﨑家住宅への入館予
定がある場合は、旧野﨑家住宅のバス駐車場をご利用い
ただけます。
店舗により異なる
店舗により異なる

倉敷市児島地区は「国産
ジーンズの聖地」として多く
の観光客が訪れています。
旧野﨑家住宅から南へ約
400ｍ続く商店街には、地
元ジーンズメーカーのショッ
プが連なり、ジーンズスト
リートとして観光客の注目
を集めています。

児島ジーンズストリート

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

お電話でお問い合わせください。
お電話でお問い合わせください。
倉敷市児島由加2855
瀬戸中央自動車道水島ICより約10分
バス5台/自動車100台
駐車場から総本殿へ［3分］▶総本殿２Fで参拝・法話［20分］▶
客殿へ移動し、精進料理、客殿拝観［80分］▶総本殿へ戻り、
洗心茶の接待。終了後駐車場へ［20分］［計：120分］
9：00～16：00
12/24～2/3、4/28～4/30、7/27～8/16、10月第4日
曜前後、他法要前後

厄除けの霊山。岡山藩主祈願の寺。「ゆがの権現さま」とし
て特に有名。県重文「客殿」には円山応挙の絶筆あり。精
進料理は椅子形式で、気楽に豪華に食事を楽しめる。

厄除けの霊山
「ご法話と精進料理コース」

086-477-6222由加山 蓮台寺お問い合わせ先

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■休業日

大人500円、学生（中・小）300円、
30名以上は2割引
倉敷児島味野1-11-19
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
大型バス5台/普通車36台
9：00～17：00（入館締め切りは16：30）
月曜日（祝日の場合は翌日）12/25～1/1

江戸時代後期に大規模な塩田を開き、「塩田王国」を築
いた野﨑武左衛門の屋敷。約3,000坪の敷地には
42mの奥行きがある主屋、土蔵群、茶室、水琴窟があり、
国指定重要文化財となっています。

旧野﨑家住宅

086-472-2001旧野﨑家住宅お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

086-472-4450
児島ジーンズストリート推進協議会
（児島商工会議所内）お問い合わせ先086-479-7890むかし下津井回船問屋お問い合わせ先

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
50人
倉敷市下津井1-7-23
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
バス2台/普通車30台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜日（但し祝日は開館）、祝日の翌日、
年末年始（12/29～1/3）

下津井町並み保存地区の中にある、かつて北前船との交易を
通じて莫大な財産を築いた回船問屋の母屋やニシン蔵を、で
きるだけ当時に近い形で復元した資料館。ニシン蔵を改修し
た食事処、干物や海産物を中心とした土産物店もあります。
現在、構成文化財として日本遺産に登録されている。

むかし下津井回船問屋

086-225-1170ＪＲ岡山支社 営業課お問い合わせ先
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国内初のジーンズ資料館「ジーンズミュージアムⅠ・Ⅱ」、ジーンズ作りが
実際に体験できる「体験工場」、「アウトレットショップ」「ショールーム
ショップ」からなる「ベティスミス ジーンズミュージアム＆ヴィレッジ」は、
ジーンズをまるごと体感できる注目のスポットです。また平日限定で窓
越しから工場見学もできます。

ベティスミス ジーンズミュージアム＆ヴィレッジ

ジーンズ作り体験：7,000円（税別）～
ポーチ作り体験：2,000円（税別）
倉敷市児島下の町
瀬戸中央自動車道児島ICより約15分
普通車10台／大型車3台
9:00～18:00（店舗により異なる）
年末年始

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

お問い合わせ先 086-473-4460株式会社ベティスミス

お問い合わせ先 086-473-1231BIG JOHN  児島本店

無料
倉敷市児島下の町5-5-3
瀬戸中央自動車道児島ICより15分
大型車3台／普通車10台
10：00～17：00
休館日、年末年始（HPでご確認下さい）

学生服の産地「児島」の歴史を伝えることを目的に開館いたしました。
児島で活躍された各学生服メーカーのホーロ看板や、のぼりなどを
展示しております。また二階では、陳列している学生服やセーラー服、
ブレザーを自由に着替えて撮影するコーナーを設けています。

お問い合わせ先 086-473-2111日本被服株式会社

児島学生服資料館

髙田織物工場見学+体験工房コース

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

900円（税別）
倉敷市児島唐琴2-2-53
瀬戸中央自動車道水島IC・児島ICより約20分
大型車2台／普通車5台
見学＋体験工房コース（所要時間：1時間30分）
午前／10：30～12：00頃、午後／13：00～15：00頃
営業日で当社が工場見学可能日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■実施時期

本社工場にて、畳縁の製造現場を見学。 日本文化の畳縁、個性的な
紋様が次々に織り上がる工場は驚きの世界です。体験工房では、ミニ
畳作成をお楽しみいただけます。全コースとも、最後は畳縁専門
ショップ「ＦＬＡＴ」でお買い物となります。

お問い合わせ先 086-477-7162髙田織物

ふなおワイナリー

倉敷市船穂町の特産品、マスカット・オブ・アレキサンドリ
アを使用して、マスカットワインの醸造、販売を行っています。
ワインの他にマスカットの果肉が入ったソフトクリームや倉
敷産原料にこだわったスムージーもございます。自然に囲
まれたワイナリーへ是非お越しください。

お問い合わせ先 086-552-9789ふなおワイナリー

無料
倉敷市船穂町水江611-2
山陽自動車道玉島ICより車で約10分
大型車2台／普通車50台
9:00～17:00（状況により時間変更有）
毎週水曜日、年末年始（12/29～1/3）

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

※団体でご利用の場合は早目の連絡をおすすめします。

ジーンズカスタム体験・インディゴ染め体験ジーンズカスタム体験・インディゴ染め体験

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

ジーンズカスタム体験：7,000円（税別）～
インディゴ染め体験：5,000円（税別）～
倉敷市児島味野2-2-43
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
大型車2台（前日までに要予約）、普通車8台
9：00～17：00
年末年始

広い店内には、アーカイブゾーン・展示ゾーン・カスタマイズできる
体験ゾーンがあり、ジーンズカスタム体験やインディゴ染め体験を
楽しめます。

奉仕（無料）
最少催行10人、可能人員80人
倉敷市児島由加山2852
瀬戸中央自動車道児島ＩＣから車で２０分/水島ICから１５分
大型バス１0台/普通車70台
表参道第一パーキング（集合）▶由加山の由緒説明
▶お祓い▶参拝記念授与［計：５０分］
9：00～16：00
２日前
年中無休
１１月2・３日、１２月1日～２月末日までは不可

由加山は二千有余年の歴史をもつ神仏混淆の霊山。ゆが・
こんぴら「両参り」、また厄除けの総本山としても知られ、
表参道には厄除けの石段が続きます。小団体からの参拝
で「お祓いコース」（要予約）が受けれます。

由加神社～お祓いコース～

086-477-3001由加山 由加神社本宮お問い合わせ先

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■最終予約受付日
■休業日
■設定除外日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

無料
倉敷市下津井田之浦
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
バス45台/普通車366台　

086-472-1289児島駅観光案内所

瀬戸内海国立公園の代表的な景勝地、鷲羽山。その名称
は、両翼を広げた鷲に似ているところから付けられました。
瀬戸内海を見渡す絶好の展望スポットになっており、瀬戸
大橋と多島美のパノラマを大迫力で楽しめます。また「日本
夕陽百選」に選ばれた夕景の美しさは格別です。

お問い合わせ先

鷲羽山展望台
わしゅうざん

大人150円（小学生以下半額）
※改札外を見るときは、無料
ＪＲ児島駅
ＪＲ岡山駅からは普通列車利用で約30分
（特急利用で約20分）
なし

国産ジーンズ発祥の地「児島」の玄関口で、ジーンズバス発
着の地でもある児島駅ではいたるところをジーンズで装飾
し、ご利用のお客様をおもてなしします。

ＪＲ児島駅～JEANS STATION～

■料金

■所在地
■アクセス

■休業日

無料
倉敷市児島味野
瀬戸中央自動車道児島ＩＣより約10分
普通車無料駐車場10台※バス：児島市民交流センター
（086-474-8550）要予約。また、旧野﨑家住宅への入館予
定がある場合は、旧野﨑家住宅のバス駐車場をご利用い
ただけます。
店舗により異なる
店舗により異なる

倉敷市児島地区は「国産
ジーンズの聖地」として多く
の観光客が訪れています。
旧野﨑家住宅から南へ約
400ｍ続く商店街には、地
元ジーンズメーカーのショッ
プが連なり、ジーンズスト
リートとして観光客の注目
を集めています。

児島ジーンズストリート

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

お電話でお問い合わせください。
お電話でお問い合わせください。
倉敷市児島由加2855
瀬戸中央自動車道水島ICより約10分
バス5台/自動車100台
駐車場から総本殿へ［3分］▶総本殿２Fで参拝・法話［20分］▶
客殿へ移動し、精進料理、客殿拝観［80分］▶総本殿へ戻り、
洗心茶の接待。終了後駐車場へ［20分］［計：120分］
9：00～16：00
12/24～2/3、4/28～4/30、7/27～8/16、10月第4日
曜前後、他法要前後

厄除けの霊山。岡山藩主祈願の寺。「ゆがの権現さま」とし
て特に有名。県重文「客殿」には円山応挙の絶筆あり。精
進料理は椅子形式で、気楽に豪華に食事を楽しめる。

厄除けの霊山
「ご法話と精進料理コース」

086-477-6222由加山 蓮台寺お問い合わせ先

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール

■開館・営業時間
■休業日

大人500円、学生（中・小）300円、
30名以上は2割引
倉敷児島味野1-11-19
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
大型バス5台/普通車36台
9：00～17：00（入館締め切りは16：30）
月曜日（祝日の場合は翌日）12/25～1/1

江戸時代後期に大規模な塩田を開き、「塩田王国」を築
いた野﨑武左衛門の屋敷。約3,000坪の敷地には
42mの奥行きがある主屋、土蔵群、茶室、水琴窟があり、
国指定重要文化財となっています。

旧野﨑家住宅

086-472-2001旧野﨑家住宅お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

086-472-4450
児島ジーンズストリート推進協議会
（児島商工会議所内）お問い合わせ先086-479-7890むかし下津井回船問屋お問い合わせ先

■料金
■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
50人
倉敷市下津井1-7-23
瀬戸中央自動車道児島ICより約10分
バス2台/普通車30台
9：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜日（但し祝日は開館）、祝日の翌日、
年末年始（12/29～1/3）

下津井町並み保存地区の中にある、かつて北前船との交易を
通じて莫大な財産を築いた回船問屋の母屋やニシン蔵を、で
きるだけ当時に近い形で復元した資料館。ニシン蔵を改修し
た食事処、干物や海産物を中心とした土産物店もあります。
現在、構成文化財として日本遺産に登録されている。

むかし下津井回船問屋

086-225-1170ＪＲ岡山支社 営業課お問い合わせ先
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江戸時代当時の建物はもちろんのこ
と、明治・大正・昭和の時代に建築さ
れた建物が現代の生活と融合しなが
ら今に残る町並は他にはない「歴史
の博物館」です。
滞在時間にあわせ、ご要望に応じて
オーダーメイドでご案内いたします。

0866-83-0001一般財団法人 矢掛町観光交流推進機構お問い合わせ先

町並み観光ガイド やかげ町並案内人

ガイド1名につき2,000円（グループの人数に応じてガイドの人数が変わります）
小田郡矢掛町矢掛2552-2（（一財）矢掛町観光交流推進機構）
山陽自動車道鴨方ICより約20分
無料観光駐車場あり（予約受付後、調整して連絡します）
10：00～16：00（この時間以外も応相談）
年中無休
無し※ただし、年末年始を除く。また、本陣・美術館は月曜日が休館日（祝祭日の場合は翌日）
1人～

※スケジュール（案） やかげ町家交流館集合～旧矢掛本陣石井家住宅（国指定重要文化財）見学～町並ガイ
ドによる町並散策（脇本陣・小路・町並の隠れスポット等）～自由散策（土産物購入含む）（所要時間：120分）
※最終予約受付日…案内希望日の10日前まで。
※事前申込でも対応できない場合がありますのでお早めにお問合せ下さい。
※11月第2日曜日に江戸参勤交代を再現したイベント「矢掛の宿場まつり大名行列」が開催されます。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日
■最小催行

0867-75-2224（株）井倉洞

高梁川が作り出したダイナミックな景観で有名な井倉峡に広がる鍾
乳洞で、川沿いにそそり立つ直立240mの絶壁に入口があり、大きさ
は全長1,200m、高低差は90mというスケールの大きな鍾乳洞です。

お問い合わせ先

井倉洞

0867-74-3100満奇洞管理事務所
0867-72-6136新見市商工観光課お問い合わせ先

満奇洞
ま き どう

0867-94-2347鯉が窪湿原管理事務所
0867-94-2112新見市哲西支局
0867-72-6136新見市商工観光課

お問い合わせ先

新見市草間
中国自動車道新見ICより約30分
無休

地下の洞窟だった場所（鍾乳洞）が一部を残して陥没し、
高さ40mの石灰岩の巨大アーチとして残っています。洞口
から吹き出す低温多湿な空気によって夏でも涼しく高山性
や北方系のコケ植物なども見ることができます。

羅生門

0867-72-6136新見市商工観光課お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■休業日

湿原保護協力金：200円（任意）
新見市哲西町矢田
中国自動車道新見ＩＣより約30分
大型車２台/普通車３０台
８時～１７時（４月下旬～１１月上旬）
無休

湿原には、オグラセンノウやビッチュウフウロなど貴重な
植物が多数自生しています。
また、鯉が窪湿原は学術上の価値が高く「西の尾瀬」と形
容され、国指定の天然記念物にも指定されています。

鯉が窪湿原
こい が くぼ

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般：400円、団体300円、
小・中学生：200円、団体150円、
小学生未満：無料
※団体料金は20名以上利用の場合
１人～
小田郡矢掛町矢掛3079
山陽自動車道鴨方ICより約20分
大型車1台/普通車34台
3～10月（9：00～17：00）、11～2月
（9：00～16：00）入館は閉館30
分前まで
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

天璋院篤姫も宿泊した本陣石井家は、敷
地約１，０００坪の広大な屋敷で、かつて大
名が出入りした御成門をはじめ、日本建築
の粋をこらした豪壮なたたずまいは、当時
の繁栄を現在に伝えています。施設内は、
ガイドが無料で案内します。

0866-82-2110やかげ郷土美術館お問い合わせ先

中学生以上400円、団体の場合は350円※20名様以上

小田郡矢掛町小林1815
山陽自動車道鴨方ICより約20分
大型車2台/普通車10台
3月～10月：9：00～17：00、11月～2月：10：00～16：00
月曜日※月曜日が祝日の場合はその翌日

743年に開基されたと伝わる曹洞宗の古刹。書院の北側
に広がる池泉観賞式庭園は別名「石寿園」とも呼ばれてい
ます。矢掛の庭師が江戸時代後期に21年間かけて築いた
ものです。池や滝の間にさまざまな石が絶妙のバランスで配
されており、岡山県の名勝に指定されています。

大通寺 庭園

0866-82-0909大通寺お問い合わせ先

■料金
　2019年10月1日より
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

2019年10月1日より

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人1,000円（900円）、高校生1,000円（800円）、中学生
800円（700円）、小学生500円（400円） ※（　）内は団体
20名以上料金※50人・100人以上別途割引があります。
新見市井倉409
新見ICより約25分、賀陽ICより約40分
大型車20台/普通車250台
8：30～17：00（※入洞受付は16：30まで）
無休

※探勝時間：約４０分 ※自然にできた鍾乳洞ですので、動きやすい格
好でお越しください。

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人1,000円（900円）、
高校生1,000円（800円）、中学生800円（700円）、小
学生500円（400円）
※（　）内は団体20名以上料金※50人・100人以上
別途割引があります。
新見市 豊永赤馬2276-2
北房ICより約20分、新見ICより約35分
大型車5台/普通車100台
8：30～17：00（※入洞受付は16：30まで）
無休

洞内の温度は年間を
通して、約15度と一
定で、夏には天然の
クーラーとなりひん
やりと涼しく、LED照
明のライトアップに
より幻想的な雰囲気
を楽しむことができ
ます。洞内をリアル
に体験できるVRサイ
トを公開中。

※探勝時間：約３０分 ※自然にできた鍾乳洞ですので、動きやすい格
好でお越しください。 ※現在、遊歩道下の倒木等により、羅生門第一門の手前までしか進

入できません。同門の手前から巨大アーチを眺めることは可能です
が、アーチの下をくぐることはできません。復旧時期は未定です。

※施設内無料ガイド有※団体利用の場合は要事
前予約※11月第2日曜日に、江戸時代の参勤交代
を再現したイベント「矢掛の宿場まつり 大名行列」
が開催されます。殿様や姫君、奉行・典医・腰元ら
に扮した、総勢８０名を超える豪華絢爛な大名行
列が練り歩きます。※近くに脇本陣高草家もあり
ます。営業日は土・日曜日になります。

※探勝時間：約６０分

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

旧矢掛本陣石井家住宅 宿場町として栄えた町の歴史的シンボル

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

笠岡市カブト南町245-5
山陽自動車道笠岡ＩＣより約20分
大型車46台/普通車195台
店舗・売店9：00～18：00
年始

※週末を中心に道の駅独自の企画を随時開催。
笠岡いいとこめぐりバスのワンデーチケットご利用の方は、ソフトクリームが50円引き、レストラン「四季彩」のラ
ンチバイキングが10％割引。

広大な笠岡湾干拓地の一角にある道の駅。2月から４月中旬にかけては「菜の花」、5月
上旬から5月中旬にかけては「ポピー」、７月下旬から８月中旬にかけては「ひまわり」、そ
して９月から１０月にかけては「コスモス」が咲き誇ります。

0865-67-6755道の駅笠岡ベイファームお問い合わせ先

道の駅・笠岡ベイファーム

大人3,900円、小人2,000円、
幼児500円（乗船料金、見学料、
ガイド代、旅行保険代）
最少催行4人
笠岡市北木島町
山陽自動車道笠岡ICより約15分
（伏越港まで）
駐車場あり（先着順）
伏越港集合▶伏越港発▶金風
呂港着▶光劇場・石割体験・石
切の渓谷展望台・残念石など▶
金風呂港発▶伏越港着
毎週土曜日※15名以上の団体
の場合、日程・料金についてご
相談をお受けします。
前日12：00まで

※島内は徒歩で移動しますので、歩きやすい服装、
靴でお越しください。
※幼児のお子様は危険防止のため展望台へは
入場できません。
※天候などの事情により、やむを得ずツアーが
中止になる場合があります。

0120-23-1805井笠観光株式会社

普段は一般公開されていない「北木石」
の採石場を特別に見学することができ
ます。断崖絶壁に建つ地上60メートル
の展望台から「石切りの渓谷」の絶景を
お楽しみください！

お問い合わせ先

笠岡諸島北木島石切りの渓谷展望台見学ツアー（予定）

■料金

■定員
■所在地
■アクセス

■駐車場
■スケジュール

■実施日

■最終予約受付日

無料
総社市上林1046
岡山総社ICより約10分、倉敷ICより約10分
大型車22台/普通車160台
国分寺観光案内所　10：00～16：00
国分寺観光案内所　年末年始

聖武天皇の発願によって
諸国に建立された国分
寺の一つです。境内にそ
びえる五重塔は、県内唯
一の五重塔で国の重要
文化財に指定されており、
れんげや菜の花とともに
吉備路の代表的な景観
となっています。

備中国分寺

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
総社市黒尾１１０１-２（鬼城山ビジターセンター）
岡山総社ICより約３０分、倉敷ICより約６０分
普通車７０台
鬼城山ビジターセンター ９：００～１７：００
鬼城山ビジターセンター 毎週月曜日・年末年始

※道幅が狭く、大型バス等は通行不可。（７ｍ×２.１ｍ以下の車両のみ可）
大型バスの場合は、麓の砂川公園駐車場で乗換えが必要。復元された西門までは駐車場から徒歩約１０分

0866-99-8566鬼ノ城ビジターセンターお問い合わせ先 0866-92-8277総社市役所 観光プロジェクト課お問い合わせ先

鬼ノ城
き の じょう

手延べうどん・麺づくり体験「手延べ麺師大学」

※所要時間はご相談のうえ、調整可能。エプロン、三角巾、飲
み物、上靴（お子様の工場見学用）、足ふき用タオル（麺蔵人
足湯用）は各自持参。麺づくり体験（Ａ・Ｂコース）の他に、工
場見学（Ｃコース：30分）もあります。【A・Bコースお土産付】
※6月下旬土・日曜日に、手延べ麺まつり。

体験でつくった手延べ麺の一部をみんなでおい
しく食べて、卒業証書とお土産、残りの麺を受け
取っていただけます。直売所には全長15m程の
水車が設置されており、水力を使った製粉作業
を見学することもできます。

お問い合わせ先 かも川手延素麺（株）
お問い合わせ先

0865-44-7777
かも川手延素麺（株）

2,000円
【かも川手延素麺（株）】浅口市鴨方町小
坂東1719-1【麺蔵人（直売所）】浅口市鴨
方町小坂東1981
山陽自動車道鴨方ICより3分
大型車２台※直売所大駐車場も利用可能
／普通車10台
平日9：30～11：00に作業開始※１日１団体
まで受け付け可能です。
土・日・祝日【直売所は、水曜日が定休日】
休業日

■料金
■所在地

■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■休業日
■設定除外日

７世紀後半に築かれた古
代山城です。西門は往時
の姿に復元されており、
見慣れた戦国時代の城
とは全く異なる息を飲む
迫力は見ものです。また、
「桃太郎伝説」の原型と
いわれる「温羅（うら）伝
説」の舞台としても有名
で、周辺にも数々の鬼伝
説が残されています。
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江戸時代当時の建物はもちろんのこ
と、明治・大正・昭和の時代に建築さ
れた建物が現代の生活と融合しなが
ら今に残る町並は他にはない「歴史
の博物館」です。
滞在時間にあわせ、ご要望に応じて
オーダーメイドでご案内いたします。

0866-83-0001一般財団法人 矢掛町観光交流推進機構お問い合わせ先

町並み観光ガイド やかげ町並案内人

ガイド1名につき2,000円（グループの人数に応じてガイドの人数が変わります）
小田郡矢掛町矢掛2552-2（（一財）矢掛町観光交流推進機構）
山陽自動車道鴨方ICより約20分
無料観光駐車場あり（予約受付後、調整して連絡します）
10：00～16：00（この時間以外も応相談）
年中無休
無し※ただし、年末年始を除く。また、本陣・美術館は月曜日が休館日（祝祭日の場合は翌日）
1人～

※スケジュール（案） やかげ町家交流館集合～旧矢掛本陣石井家住宅（国指定重要文化財）見学～町並ガイ
ドによる町並散策（脇本陣・小路・町並の隠れスポット等）～自由散策（土産物購入含む）（所要時間：120分）
※最終予約受付日…案内希望日の10日前まで。
※事前申込でも対応できない場合がありますのでお早めにお問合せ下さい。
※11月第2日曜日に江戸参勤交代を再現したイベント「矢掛の宿場まつり大名行列」が開催されます。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日
■最小催行

0867-75-2224（株）井倉洞

高梁川が作り出したダイナミックな景観で有名な井倉峡に広がる鍾
乳洞で、川沿いにそそり立つ直立240mの絶壁に入口があり、大きさ
は全長1,200m、高低差は90mというスケールの大きな鍾乳洞です。

お問い合わせ先

井倉洞

0867-74-3100満奇洞管理事務所
0867-72-6136新見市商工観光課お問い合わせ先

満奇洞
ま き どう

0867-94-2347鯉が窪湿原管理事務所
0867-94-2112新見市哲西支局
0867-72-6136新見市商工観光課

お問い合わせ先

新見市草間
中国自動車道新見ICより約30分
無休

地下の洞窟だった場所（鍾乳洞）が一部を残して陥没し、
高さ40mの石灰岩の巨大アーチとして残っています。洞口
から吹き出す低温多湿な空気によって夏でも涼しく高山性
や北方系のコケ植物なども見ることができます。

羅生門

0867-72-6136新見市商工観光課お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■休業日

湿原保護協力金：200円（任意）
新見市哲西町矢田
中国自動車道新見ＩＣより約30分
大型車２台/普通車３０台
８時～１７時（４月下旬～１１月上旬）
無休

湿原には、オグラセンノウやビッチュウフウロなど貴重な
植物が多数自生しています。
また、鯉が窪湿原は学術上の価値が高く「西の尾瀬」と形
容され、国指定の天然記念物にも指定されています。

鯉が窪湿原
こい が くぼ

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般：400円、団体300円、
小・中学生：200円、団体150円、
小学生未満：無料
※団体料金は20名以上利用の場合
１人～
小田郡矢掛町矢掛3079
山陽自動車道鴨方ICより約20分
大型車1台/普通車34台
3～10月（9：00～17：00）、11～2月
（9：00～16：00）入館は閉館30
分前まで
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

天璋院篤姫も宿泊した本陣石井家は、敷
地約１，０００坪の広大な屋敷で、かつて大
名が出入りした御成門をはじめ、日本建築
の粋をこらした豪壮なたたずまいは、当時
の繁栄を現在に伝えています。施設内は、
ガイドが無料で案内します。

0866-82-2110やかげ郷土美術館お問い合わせ先

中学生以上400円、団体の場合は350円※20名様以上

小田郡矢掛町小林1815
山陽自動車道鴨方ICより約20分
大型車2台/普通車10台
3月～10月：9：00～17：00、11月～2月：10：00～16：00
月曜日※月曜日が祝日の場合はその翌日

743年に開基されたと伝わる曹洞宗の古刹。書院の北側
に広がる池泉観賞式庭園は別名「石寿園」とも呼ばれてい
ます。矢掛の庭師が江戸時代後期に21年間かけて築いた
ものです。池や滝の間にさまざまな石が絶妙のバランスで配
されており、岡山県の名勝に指定されています。

大通寺 庭園

0866-82-0909大通寺お問い合わせ先

■料金
　2019年10月1日より
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

2019年10月1日より

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人1,000円（900円）、高校生1,000円（800円）、中学生
800円（700円）、小学生500円（400円） ※（　）内は団体
20名以上料金※50人・100人以上別途割引があります。
新見市井倉409
新見ICより約25分、賀陽ICより約40分
大型車20台/普通車250台
8：30～17：00（※入洞受付は16：30まで）
無休

※探勝時間：約４０分 ※自然にできた鍾乳洞ですので、動きやすい格
好でお越しください。

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

大人1,000円（900円）、
高校生1,000円（800円）、中学生800円（700円）、小
学生500円（400円）
※（　）内は団体20名以上料金※50人・100人以上
別途割引があります。
新見市 豊永赤馬2276-2
北房ICより約20分、新見ICより約35分
大型車5台/普通車100台
8：30～17：00（※入洞受付は16：30まで）
無休

洞内の温度は年間を
通して、約15度と一
定で、夏には天然の
クーラーとなりひん
やりと涼しく、LED照
明のライトアップに
より幻想的な雰囲気
を楽しむことができ
ます。洞内をリアル
に体験できるVRサイ
トを公開中。

※探勝時間：約３０分 ※自然にできた鍾乳洞ですので、動きやすい格
好でお越しください。 ※現在、遊歩道下の倒木等により、羅生門第一門の手前までしか進

入できません。同門の手前から巨大アーチを眺めることは可能です
が、アーチの下をくぐることはできません。復旧時期は未定です。

※施設内無料ガイド有※団体利用の場合は要事
前予約※11月第2日曜日に、江戸時代の参勤交代
を再現したイベント「矢掛の宿場まつり 大名行列」
が開催されます。殿様や姫君、奉行・典医・腰元ら
に扮した、総勢８０名を超える豪華絢爛な大名行
列が練り歩きます。※近くに脇本陣高草家もあり
ます。営業日は土・日曜日になります。

※探勝時間：約６０分

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

旧矢掛本陣石井家住宅 宿場町として栄えた町の歴史的シンボル

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

笠岡市カブト南町245-5
山陽自動車道笠岡ＩＣより約20分
大型車46台/普通車195台
店舗・売店9：00～18：00
年始

※週末を中心に道の駅独自の企画を随時開催。
笠岡いいとこめぐりバスのワンデーチケットご利用の方は、ソフトクリームが50円引き、レストラン「四季彩」のラ
ンチバイキングが10％割引。

広大な笠岡湾干拓地の一角にある道の駅。2月から４月中旬にかけては「菜の花」、5月
上旬から5月中旬にかけては「ポピー」、７月下旬から８月中旬にかけては「ひまわり」、そ
して９月から１０月にかけては「コスモス」が咲き誇ります。

0865-67-6755道の駅笠岡ベイファームお問い合わせ先

道の駅・笠岡ベイファーム

大人3,900円、小人2,000円、
幼児500円（乗船料金、見学料、
ガイド代、旅行保険代）
最少催行4人
笠岡市北木島町
山陽自動車道笠岡ICより約15分
（伏越港まで）
駐車場あり（先着順）
伏越港集合▶伏越港発▶金風
呂港着▶光劇場・石割体験・石
切の渓谷展望台・残念石など▶
金風呂港発▶伏越港着
毎週土曜日※15名以上の団体
の場合、日程・料金についてご
相談をお受けします。
前日12：00まで

※島内は徒歩で移動しますので、歩きやすい服装、
靴でお越しください。
※幼児のお子様は危険防止のため展望台へは
入場できません。
※天候などの事情により、やむを得ずツアーが
中止になる場合があります。

0120-23-1805井笠観光株式会社

普段は一般公開されていない「北木石」
の採石場を特別に見学することができ
ます。断崖絶壁に建つ地上60メートル
の展望台から「石切りの渓谷」の絶景を
お楽しみください！

お問い合わせ先

笠岡諸島北木島石切りの渓谷展望台見学ツアー（予定）

■料金

■定員
■所在地
■アクセス

■駐車場
■スケジュール

■実施日

■最終予約受付日

無料
総社市上林1046
岡山総社ICより約10分、倉敷ICより約10分
大型車22台/普通車160台
国分寺観光案内所　10：00～16：00
国分寺観光案内所　年末年始

聖武天皇の発願によって
諸国に建立された国分
寺の一つです。境内にそ
びえる五重塔は、県内唯
一の五重塔で国の重要
文化財に指定されており、
れんげや菜の花とともに
吉備路の代表的な景観
となっています。

備中国分寺

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
総社市黒尾１１０１-２（鬼城山ビジターセンター）
岡山総社ICより約３０分、倉敷ICより約６０分
普通車７０台
鬼城山ビジターセンター ９：００～１７：００
鬼城山ビジターセンター 毎週月曜日・年末年始

※道幅が狭く、大型バス等は通行不可。（７ｍ×２.１ｍ以下の車両のみ可）
大型バスの場合は、麓の砂川公園駐車場で乗換えが必要。復元された西門までは駐車場から徒歩約１０分

0866-99-8566鬼ノ城ビジターセンターお問い合わせ先 0866-92-8277総社市役所 観光プロジェクト課お問い合わせ先

鬼ノ城
き の じょう

手延べうどん・麺づくり体験「手延べ麺師大学」

※所要時間はご相談のうえ、調整可能。エプロン、三角巾、飲
み物、上靴（お子様の工場見学用）、足ふき用タオル（麺蔵人
足湯用）は各自持参。麺づくり体験（Ａ・Ｂコース）の他に、工
場見学（Ｃコース：30分）もあります。【A・Bコースお土産付】
※6月下旬土・日曜日に、手延べ麺まつり。

体験でつくった手延べ麺の一部をみんなでおい
しく食べて、卒業証書とお土産、残りの麺を受け
取っていただけます。直売所には全長15m程の
水車が設置されており、水力を使った製粉作業
を見学することもできます。

お問い合わせ先 かも川手延素麺（株）
お問い合わせ先

0865-44-7777
かも川手延素麺（株）

2,000円
【かも川手延素麺（株）】浅口市鴨方町小
坂東1719-1【麺蔵人（直売所）】浅口市鴨
方町小坂東1981
山陽自動車道鴨方ICより3分
大型車２台※直売所大駐車場も利用可能
／普通車10台
平日9：30～11：00に作業開始※１日１団体
まで受け付け可能です。
土・日・祝日【直売所は、水曜日が定休日】
休業日

■料金
■所在地

■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■休業日
■設定除外日

７世紀後半に築かれた古
代山城です。西門は往時
の姿に復元されており、
見慣れた戦国時代の城
とは全く異なる息を飲む
迫力は見ものです。また、
「桃太郎伝説」の原型と
いわれる「温羅（うら）伝
説」の舞台としても有名
で、周辺にも数々の鬼伝
説が残されています。

備
中
エ
リ
ア

備
前
エ
リ
ア

美
作
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リ
ア
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日本に現存する扇形機関車庫の中2番目の規模をほこり、鉄道記念物
に指定された「旧津山扇形機関車庫」と、鉄道の歴史やしくみを学ぶこ
とができる展示施設があり、幅広い年代の方が楽しめます。車庫には
「D-51」蒸気機関車や国内で1台のみ製造されたディーゼル機関車
「DE50-1」等13車輌を格納しています。

津山まなびの鉄道館

【個人】一般（高校生以上）310円、小・中学生100円、幼児無料
【団体】30名様以上で2割引、団体見学のお申込は、2週間前までに
お願いします。
津山市大谷
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
大型車有り/普通車35台
9：00～16：00（最終入館受付は、閉館時間の30分前）
毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、12/29～12/31

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

0868-35-3343津山まなびの鉄道館お問い合わせ先

※駐車場から約２０分ほど渓谷の中を歩いて、滝の鑑賞ポイントに到着
します。

大人（高校生以上）300円、小中学生150円、幼
稚園以下無料、団体割引20名様以上は2割引
真庭市神庭６４０
米子自動車道久世ＩＣより約30分/湯原ＩＣより約
30分
大型車９台/普通車９４台
8：30～17：15
年末年始は休園

0867-44-2607真庭市役所勝山振興局
地域振興課

「日本の滝百選」にも選ばれ、高さ110ｍ、幅20ｍの中
国地方随一のスケールを誇る名瀑。断崖絶壁を流れ
落ちる滝の豪快さはいうまでもなく、まるで白布をま
とったようにも見える水しぶきは神秘的な美しさです。
下流には、草葺き屋根から雨のしずくが落ちる姿に似
ている「玉垂の滝」や石灰岩が浸食されてできた「鬼の
穴」と呼ばれる洞窟もあります。

神庭の滝

お問い合わせ先

かん　ば

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
津山市山北628
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
大型車6台/普通車130台
7：00～20：00（11～3月は17：00まで）
無休

0868-22-3310（公社）津山市観光協会

衆楽園

お問い合わせ先

津山藩の2代目藩主森長継の頃
に作庭された廻遊式大名庭園
で、当時は藩主の別邸、他藩の
使者と会う「ご対面所」としても
使用されていました。京都から小
堀遠州流の技術者を招き、仙洞
御所を模して造られたので、島
の配置や植え込みなどにも京風
の風雅な趣が漂っています。
桜、スイレン、紅葉など、四季
折々の景色が楽しめます。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

作州城東屋敷・箕作阮甫旧宅・城東むかし町家…無料
津山洋学資料館…【一般】大人300円、高校・大学生200
円、中学生以下無料、【団体（30人以上）】大人240円、高校・
大学生160円、中学生以下無料
津山市橋本町～東新町
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
城東観光駐車場  大型車６台／普通車３０台（駐車場開放時刻8：30
～17：00）
施設により異なる
施設により異なる

※津山観光ボランティアガイドの会…ガイド料：無料（交通費別）
TEL：0868-22-3310

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

古来の城下町らしい姿を色濃く残し、なまこ壁・防火用の袖
壁・卯達（うだつ）のある町家が軒を連ねています。
作州城東屋敷、箕作阮甫旧宅の史跡や洋学資料館、城東むか
し町家などの見どころのほか、古民家を活用したカフェなども
並びます。

0868-24-6288城東観光案内所 〈和蘭堂〉お問い合わせ先

城東町並み（重要伝統的建造物群保存地区）

三浦藩の城下町として、また旧出雲街道の宿場町と
して栄えた勝山。街道沿いに連子格子の美しい商家
が建ち並び、軒先には色とりどりのユニークな「のれ
ん」が揺れ、訪れる人の目を楽しませてくれます。毎年
３月上旬には、武家屋敷や商家、民家など約１６０軒の
軒先に雛人形が飾られ、「のれん」と併せて楽しめる
「勝山のお雛まつり」が開催されます。

旅先案内人／団体ガイド１名３０００円、郷土資料館２００円、武家屋敷２００円
真庭市勝山420-2（JR中国勝山駅内観光案内所）
米子自動車道久世ＩＣより約２0分
大型車２台／普通車１３台
9：00～16：30
不定休

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

0867-44-2120勝山観光協会お問い合わせ先

勝山のれんの町（勝山町並み保存地区）

真庭市鍋屋17-1
米子自動車道久世ICから約10分
大型車３台/普通車５０台
9：00～18：00
毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/4）

せんきょうじんじょう

0867-42-7000真庭エスパス文化振興財団

1907年に建築されたルネッサ
ンス風木造校舎で、国の重要
文化財に指定されています。シ
ンメトリー（左右対称）のデザイ
ンや意匠が美しく、映画「ＡＬＷ
ＡＹＳ　三丁目の夕日」などのロ
ケ地としても人気です。制服の
貸出や、なつかしの学校給食も
楽しむことができます。(要予約)

旧遷喬尋常小学校

お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■所在地
■アクセス

真庭市蒜山
米子自動車道蒜山ＩＣ下車  

蒜山、大山の雄大な山々や牧草地を見ながら快適に走れる１周約３０Ｋｍの
自転車道には温泉やカフェ、道の駅、休憩所が点在。自転車のレンタル施
設も各所に整備され、地元ガイドによる案内も可能です。

蒜山、大山の雄大な山々や牧草地を見ながら快適に走れる１周約３０Ｋｍの
自転車道には温泉やカフェ、道の駅、休憩所が点在。自転車のレンタル施
設も各所に整備され、地元ガイドによる案内も可能です。

ひるぜん

国立公園　蒜山国立公園　蒜山

0867-66-3220
蒜山観光協会

お問い合わせ先

※7月上旬～8月上旬にはラベンダーの積みとり体験を実施※9月末～10月上旬にかけて、ヤマブドウの収穫体験を実施※上記以外の体験内容もあります。詳しくはお問合せください。

入園料大人300円／中・高生200円／小学生以下無
料、20名以上の団体の場合は入園料50円割引、障が
い者手帳をお持ちの方は入園料100円
真庭市蒜山西茅部1480-64
米子自動車道蒜山ＩＣより約10分
大型車8台/普通車80台
4月～11月
9：00～16：30季節により営業時間変更あり
4月～11月無休、12月～3月不定休

ジャージー搾乳体験は、団体を対象。料金：大人1,400
円（蒜山と酪農の説明、牛とのふれあい、乳搾り、エサ
やり）※高校生・16歳以上は大人料金
真庭市蒜山中福田956-222
米子自動車道蒜山ICより15分
大型車駐車可/普通車100台以上
3月～12月：9：00～17：00/1月～2月：10：00～16：00
1月1日及び1月・2月の火・水曜日
土曜・日曜・祝日

真庭市蒜山上福田1205-32
米子自動車道蒜山ICより約5分
大型車駐車可/普通車40台
4月～11月：10：00～17：00/12月～3月：10：00～16：00
4月～11月 無休/12月～3月 火曜日

0867-66-4533蒜山ハーブガーデン ハービル  

蒜山ハーブガーデン ハービル

お問い合わせ先0867-66-7011ひるぜんジャージーランドお問い合わせ先

「蒜山酪農農業協同組合」直営のレジャー施設。蒜山三座
を望む放牧エリア地でのんびりと草をつまむジャージー牛
たちとのふれあいが楽しめます。施設内では、濃厚ミルクで
作るジャージーヨーグルトやソフトクリームなどを購入でき
るほか、レストランも併設しています。

西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハー
ブガーデン、地元の山菜や山野草を集めた山の幸公園、
約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りや
ハーバリウムが出来る工房、ショップレストランを備えた香
りの館が総面積３haの敷地内で楽しめます。

ひるぜんジャージーランド

0867-66-4424ひるぜんワイン有限会社

爽やかな酸味と豊かな香りが特徴の山ぶどうを使用した
珍しいワインを製造・販売。ゆったりとしたカフェスペース
もあり、スタッフによるワインのご案内、グラスワイン等を蒜
山三座の雄大な景色とともにゆっくりとお楽しみいただけ
ます。

ひるぜんワイナリー

お問い合わせ先

ひるぜん

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■実施時期
■開館・営業時間
■休業日

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

ほうじ茶詰体験１名500円＋税（10名以上）、玄米茶
作り体験１名600円＋税、新茶摘み体験（予約制）１名
500円＋税
120人（応相談）
美作市海田１６６１
中国自動車道美作ICより約20分
大型バス、乗用車完備
９：００～１７：００
不定休（団体御予約のみ営業）

江戸時代からお茶の生産地であり、現在でもお茶の栽培が行
われている美作市海田（かいた）地区。岡山県茶品評会でも
最優秀賞を受賞する茶園があるなど、トップクラスの品質を誇
り、岡山県内外で海田茶（かいたちゃ）として幅広い年齢層に
親しまれています。観光茶園「小林芳香園」では茶摘み体験や
オリジナル玄米茶づくりなどお茶の観光体験を楽しめます。

小林芳香園

0868-72-0350小林芳香園お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

美作市宮本
鳥取自動車道大原ICより約3分
大型バス１０台/普通車2５０台
施設により異なる
無し、メンテナンス休館あり

歴史に名を残す剣豪・
宮本武蔵の故郷。生家
をはじめ、太鼓のバチ
から二刀流を思いつい
たと言われる讃甘神社
や、武蔵資料館、武蔵
の墓など、武蔵ゆかり
の場所や品が数多く
残っています。鳥取自動
車道大原インターから
車で3分の場所にある
武蔵の里は食事等、観
光拠点として活用して
いただけます。

宮本武蔵生誕地 武蔵の里

0868-78-4600リゾート武蔵の里 五輪坊お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

岡山国際サーキット体験走行

0868-74-3311
株式会社岡山国際サーキットお問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場・台数
■開館・営業時間
■休業日

体験走行：バス4,400円、普通車1,100円
入場料別途：一般1,000円、中学生以下保護者同伴
に限り無料、団体割引30名様以上100円引き
美作市滝宮1210
山陽自動車道和気ICより約30分、中国自動車道美作
ICより約30分
普通車・大型車完備（レース・イベント時は異なる）
9：00～17：00（レース・イベント時は異なる）
不定休（ホームページ：タイムスケジュールをご参照く
ださい）

ご来場の車・バイクでどなたでも気軽にサーキットラン！乗用
車の場合、ヘルメット・グローブは必要ありません。また、乗車
定員までの同乗も可能です。常時ペースカーが先導しますの
で、サーキットがまったく初めての方も安心です。体験走行中
は追い越しはできません。
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日本に現存する扇形機関車庫の中2番目の規模をほこり、鉄道記念物
に指定された「旧津山扇形機関車庫」と、鉄道の歴史やしくみを学ぶこ
とができる展示施設があり、幅広い年代の方が楽しめます。車庫には
「D-51」蒸気機関車や国内で1台のみ製造されたディーゼル機関車
「DE50-1」等13車輌を格納しています。

津山まなびの鉄道館

【個人】一般（高校生以上）310円、小・中学生100円、幼児無料
【団体】30名様以上で2割引、団体見学のお申込は、2週間前までに
お願いします。
津山市大谷
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
大型車有り/普通車35台
9：00～16：00（最終入館受付は、閉館時間の30分前）
毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、12/29～12/31

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

0868-35-3343津山まなびの鉄道館お問い合わせ先

※駐車場から約２０分ほど渓谷の中を歩いて、滝の鑑賞ポイントに到着
します。

大人（高校生以上）300円、小中学生150円、幼
稚園以下無料、団体割引20名様以上は2割引
真庭市神庭６４０
米子自動車道久世ＩＣより約30分/湯原ＩＣより約
30分
大型車９台/普通車９４台
8：30～17：15
年末年始は休園

0867-44-2607真庭市役所勝山振興局
地域振興課

「日本の滝百選」にも選ばれ、高さ110ｍ、幅20ｍの中
国地方随一のスケールを誇る名瀑。断崖絶壁を流れ
落ちる滝の豪快さはいうまでもなく、まるで白布をま
とったようにも見える水しぶきは神秘的な美しさです。
下流には、草葺き屋根から雨のしずくが落ちる姿に似
ている「玉垂の滝」や石灰岩が浸食されてできた「鬼の
穴」と呼ばれる洞窟もあります。

神庭の滝

お問い合わせ先

かん　ば

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

無料
津山市山北628
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
大型車6台/普通車130台
7：00～20：00（11～3月は17：00まで）
無休

0868-22-3310（公社）津山市観光協会

衆楽園

お問い合わせ先

津山藩の2代目藩主森長継の頃
に作庭された廻遊式大名庭園
で、当時は藩主の別邸、他藩の
使者と会う「ご対面所」としても
使用されていました。京都から小
堀遠州流の技術者を招き、仙洞
御所を模して造られたので、島
の配置や植え込みなどにも京風
の風雅な趣が漂っています。
桜、スイレン、紅葉など、四季
折々の景色が楽しめます。

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

作州城東屋敷・箕作阮甫旧宅・城東むかし町家…無料
津山洋学資料館…【一般】大人300円、高校・大学生200
円、中学生以下無料、【団体（30人以上）】大人240円、高校・
大学生160円、中学生以下無料
津山市橋本町～東新町
中国自動車道津山IC・院庄ICより約15分
城東観光駐車場  大型車６台／普通車３０台（駐車場開放時刻8：30
～17：00）
施設により異なる
施設により異なる

※津山観光ボランティアガイドの会…ガイド料：無料（交通費別）
TEL：0868-22-3310

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場

■開館・営業時間
■休業日

古来の城下町らしい姿を色濃く残し、なまこ壁・防火用の袖
壁・卯達（うだつ）のある町家が軒を連ねています。
作州城東屋敷、箕作阮甫旧宅の史跡や洋学資料館、城東むか
し町家などの見どころのほか、古民家を活用したカフェなども
並びます。

0868-24-6288城東観光案内所 〈和蘭堂〉お問い合わせ先

城東町並み（重要伝統的建造物群保存地区）

三浦藩の城下町として、また旧出雲街道の宿場町と
して栄えた勝山。街道沿いに連子格子の美しい商家
が建ち並び、軒先には色とりどりのユニークな「のれ
ん」が揺れ、訪れる人の目を楽しませてくれます。毎年
３月上旬には、武家屋敷や商家、民家など約１６０軒の
軒先に雛人形が飾られ、「のれん」と併せて楽しめる
「勝山のお雛まつり」が開催されます。

旅先案内人／団体ガイド１名３０００円、郷土資料館２００円、武家屋敷２００円
真庭市勝山420-2（JR中国勝山駅内観光案内所）
米子自動車道久世ＩＣより約２0分
大型車２台／普通車１３台
9：00～16：30
不定休

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

0867-44-2120勝山観光協会お問い合わせ先

勝山のれんの町（勝山町並み保存地区）

真庭市鍋屋17-1
米子自動車道久世ICから約10分
大型車３台/普通車５０台
9：00～18：00
毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28～1/4）

せんきょうじんじょう

0867-42-7000真庭エスパス文化振興財団

1907年に建築されたルネッサ
ンス風木造校舎で、国の重要
文化財に指定されています。シ
ンメトリー（左右対称）のデザイ
ンや意匠が美しく、映画「ＡＬＷ
ＡＹＳ　三丁目の夕日」などのロ
ケ地としても人気です。制服の
貸出や、なつかしの学校給食も
楽しむことができます。(要予約)

旧遷喬尋常小学校

お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

■所在地
■アクセス

真庭市蒜山
米子自動車道蒜山ＩＣ下車  

蒜山、大山の雄大な山々や牧草地を見ながら快適に走れる１周約３０Ｋｍの
自転車道には温泉やカフェ、道の駅、休憩所が点在。自転車のレンタル施
設も各所に整備され、地元ガイドによる案内も可能です。

蒜山、大山の雄大な山々や牧草地を見ながら快適に走れる１周約３０Ｋｍの
自転車道には温泉やカフェ、道の駅、休憩所が点在。自転車のレンタル施
設も各所に整備され、地元ガイドによる案内も可能です。

ひるぜん

国立公園　蒜山国立公園　蒜山

0867-66-3220
蒜山観光協会

お問い合わせ先

※7月上旬～8月上旬にはラベンダーの積みとり体験を実施※9月末～10月上旬にかけて、ヤマブドウの収穫体験を実施※上記以外の体験内容もあります。詳しくはお問合せください。

入園料大人300円／中・高生200円／小学生以下無
料、20名以上の団体の場合は入園料50円割引、障が
い者手帳をお持ちの方は入園料100円
真庭市蒜山西茅部1480-64
米子自動車道蒜山ＩＣより約10分
大型車8台/普通車80台
4月～11月
9：00～16：30季節により営業時間変更あり
4月～11月無休、12月～3月不定休

ジャージー搾乳体験は、団体を対象。料金：大人1,400
円（蒜山と酪農の説明、牛とのふれあい、乳搾り、エサ
やり）※高校生・16歳以上は大人料金
真庭市蒜山中福田956-222
米子自動車道蒜山ICより15分
大型車駐車可/普通車100台以上
3月～12月：9：00～17：00/1月～2月：10：00～16：00
1月1日及び1月・2月の火・水曜日
土曜・日曜・祝日

真庭市蒜山上福田1205-32
米子自動車道蒜山ICより約5分
大型車駐車可/普通車40台
4月～11月：10：00～17：00/12月～3月：10：00～16：00
4月～11月 無休/12月～3月 火曜日

0867-66-4533蒜山ハーブガーデン ハービル  

蒜山ハーブガーデン ハービル

お問い合わせ先0867-66-7011ひるぜんジャージーランドお問い合わせ先

「蒜山酪農農業協同組合」直営のレジャー施設。蒜山三座
を望む放牧エリア地でのんびりと草をつまむジャージー牛
たちとのふれあいが楽しめます。施設内では、濃厚ミルクで
作るジャージーヨーグルトやソフトクリームなどを購入でき
るほか、レストランも併設しています。

西日本最大級のラベンダー畑やハーブが咲きほこるハー
ブガーデン、地元の山菜や山野草を集めた山の幸公園、
約3千株のガクアジサイの咲く紫陽花園やリース作りや
ハーバリウムが出来る工房、ショップレストランを備えた香
りの館が総面積３haの敷地内で楽しめます。

ひるぜんジャージーランド

0867-66-4424ひるぜんワイン有限会社

爽やかな酸味と豊かな香りが特徴の山ぶどうを使用した
珍しいワインを製造・販売。ゆったりとしたカフェスペース
もあり、スタッフによるワインのご案内、グラスワイン等を蒜
山三座の雄大な景色とともにゆっくりとお楽しみいただけ
ます。

ひるぜんワイナリー

お問い合わせ先

ひるぜん

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■実施時期
■開館・営業時間
■休業日

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■設定除外日

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

ほうじ茶詰体験１名500円＋税（10名以上）、玄米茶
作り体験１名600円＋税、新茶摘み体験（予約制）１名
500円＋税
120人（応相談）
美作市海田１６６１
中国自動車道美作ICより約20分
大型バス、乗用車完備
９：００～１７：００
不定休（団体御予約のみ営業）

江戸時代からお茶の生産地であり、現在でもお茶の栽培が行
われている美作市海田（かいた）地区。岡山県茶品評会でも
最優秀賞を受賞する茶園があるなど、トップクラスの品質を誇
り、岡山県内外で海田茶（かいたちゃ）として幅広い年齢層に
親しまれています。観光茶園「小林芳香園」では茶摘み体験や
オリジナル玄米茶づくりなどお茶の観光体験を楽しめます。

小林芳香園

0868-72-0350小林芳香園お問い合わせ先

■料金

■受入可能人員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

美作市宮本
鳥取自動車道大原ICより約3分
大型バス１０台/普通車2５０台
施設により異なる
無し、メンテナンス休館あり

歴史に名を残す剣豪・
宮本武蔵の故郷。生家
をはじめ、太鼓のバチ
から二刀流を思いつい
たと言われる讃甘神社
や、武蔵資料館、武蔵
の墓など、武蔵ゆかり
の場所や品が数多く
残っています。鳥取自動
車道大原インターから
車で3分の場所にある
武蔵の里は食事等、観
光拠点として活用して
いただけます。

宮本武蔵生誕地 武蔵の里

0868-78-4600リゾート武蔵の里 五輪坊お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

岡山国際サーキット体験走行

0868-74-3311
株式会社岡山国際サーキットお問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場・台数
■開館・営業時間
■休業日

体験走行：バス4,400円、普通車1,100円
入場料別途：一般1,000円、中学生以下保護者同伴
に限り無料、団体割引30名様以上100円引き
美作市滝宮1210
山陽自動車道和気ICより約30分、中国自動車道美作
ICより約30分
普通車・大型車完備（レース・イベント時は異なる）
9：00～17：00（レース・イベント時は異なる）
不定休（ホームページ：タイムスケジュールをご参照く
ださい）

ご来場の車・バイクでどなたでも気軽にサーキットラン！乗用
車の場合、ヘルメット・グローブは必要ありません。また、乗車
定員までの同乗も可能です。常時ペースカーが先導しますの
で、サーキットがまったく初めての方も安心です。体験走行中
は追い越しはできません。
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■所在地
■アクセス

苫田郡鏡野町上齋原中津河
中国自動車道院庄ICより約60分

流れ落ちる清水を滝の裏側から眺められ
ることから“裏見の滝”とも呼ばれていま
す。滝の高さは約10m、幅6mと規模は小
さいが、滝周辺を取り巻く四季の表情は
美しく、冬には滝が凍り、圧巻の“氷瀑”
が現れます。滝から100ｍふもとに湧き
出る名水『岩井』は日本名水百選に指定
され、別名“子宝の水”とも呼ばれている
パワースポットです。

岩井滝
いわ い  たき

0868-54-2987
鏡野町産業観光課お問い合わせ先

お問い合わせ先

高清水トレイル

※冬季は1ｍを超える積雪があります。

0868-52-9100健康の町かがみのプロモーション本部お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場

苫田郡鏡野町上齋原1539-1（人形峠）
中国自動車道院庄ＩＣより約50分
大型車2台/普通車20台（いずれも無料）

鏡野町と鳥取県三朝町の県境を尾根沿い歩くトレッキングコースが2019年
11月に全線オープン。人形峠～伯州山にかけての8㎞のトレッキングコースに
は針葉樹の植林にブナの原生林が広がり、晴れた日には大山や日本海を望
むことができる。足元にはふかふかの木のチップが敷かれ足腰に優しい。地元
案内人と一緒に歩くトレッキングツアーも実施。

無料（お菓子の試食や試飲、はちみつキャンディー（プレゼント用）、お菓子生産工場の見学（自
由））
最少催行20人、可能人員50人
苫田郡鏡野町円宗寺51-1
中国自動車道院庄ICからR179経由で約5分
大型バス6台/普通車60台
10：00～19：00
不定休
催行日の2週間前

山田養蜂場初の直営お菓子工房。はちみつをたっぷり使った手作りジェラートや、1日300個しか
作らない「はちみつどら焼き」を始めとした山田養蜂場ならではのお菓子や、はちみつスイーツを
味わうことができます。団体のお客様限定で、はちみつキャンディープレゼント！

山田養蜂場ぶんぶんファクトリー

0868-54-3855山田養蜂場お菓子工房ぶんぶんファクトリーお問い合わせ先

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

国内初の美しいフォルムダムを案内人付きで探検！苫田ダム見学ツアー

1名500円（案内料・ダムカード）
最少催行15人、可能人員40人
苫田郡鏡野町久田下原1592-4
中国自動車道院庄ICよりR179経由で約20分
大型バス2台/普通車30台
苫田ダム展示室［60分～75分］
9：00～17：00
土日祝（要相談）・お盆・年末年始
催行日の2週間前

2005年3月に完成した重力式コンクリートダ
ムで、高さは74m、長さ225m 、総貯水容量は
8,410万m3で、岡山県内では3 番目の貯水量
を誇る、国内で初のラビリンス型（ジグザグ
形）の非常用洪水吐を備えた美しいフォルム
のダムを案内人と一緒に巡る特別なツアーで
す。

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

とま  た

入場無料
勝田郡勝央町岡1100
中国自動車道勝央JCT経由勝央ICより約5分
大型車13台/普通車600台
・通常の開園時間…9：00～17：00
・お盆期間中（8月11日～8月15日）…9：00～19：00
毎週水曜日が休園日。（祝日が水曜日の場合は翌日の木曜日が休園日になります。）、夏休み
中は休園日なし、冬季（12月～2月）は毎週火・水曜日が休園日

農業をテーマとした交流体験型の農業公
園。園内では農業体験や動物とのふれあい
コーナーのほか、乗馬などの様々な体験
コーナーを楽しんだり人気のBBQやロッジ
宿泊で、のんびりと過ごすことができます。

0868-38-1234有限会社 アライスお問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

おかやまファーマーズ・マーケットノースヴィレッジ 

お問い合わせ先 健康の町かがみのプロモーション本部 0868-52-9100

※道の駅レストセンター あわくらんど、あわくら旬の里、国民宿舎 あ
わくら荘のいずれかでの夕食が条件となります。

300円（協力金）
最少催行20人、可能人員90人
英田郡西粟倉村影石418
鳥取自動車道西粟倉ICより約15分
大型バス10台
2021年7月中旬

ヒメボタルは陸生のホタルで通称「森ホタル」と呼ばれたり、
小さいながら黄金色のフラッシュ光の点滅が特徴で別名
「キンボタル」とも呼ばれます。特に大茅スキー場周辺から、
若杉天然林までの手入れの行き届いた植林地は生息地と
して有名で、発生は7月10日～25日の2週間程度です。

ヒメボタル観賞

個人参拝　方丈・庭園拝観料、宝物館拝観料各200円
団体参拝　人数により変動
久米郡久米南町里方808
中国自動車道院庄ICより約20分、山陽自動車道岡山
ICより約50分
大型車6台/普通車約50台
※大型車はアクセスルートが限られます。
9：00～17：00（事務所）

浄土宗の開祖、法然上人
の生家跡に建てられた由
緒ある寺院。山門と御影
堂は国指定重要文化財に
指定されています。また、
毎年４月第３日曜日に行わ
れる「二十五菩薩錬供養
会式大法要」は、日本三大
錬供養の１つで、金色の菩
薩面と法衣を身にまとっ
た二十五菩薩と稚児、僧
侶ら総勢２００名が練り歩
き、荘厳な極楽浄土絵巻
が繰り広げられます。

誕生寺

086-728-2102誕生寺お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■料金
■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般・大学生700円、高校生500円、小中学生300
円、75歳以上・小学生未満無料、団体割引20名以
上、一般・大学生500円、高校生350円、小中学生
200円
勝田郡奈義町豊沢441
中国自動車道・津山ICより約20分
大型車4台/普通車20台
9：30～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年
末年始

世界的に有名な建築家・磯崎新氏が設計。「太陽」「月」
「大地」と名付けた空間そのものが作品となっていて、鑑賞
者が作品の中に入って作品を「体感」する、体験型美術館
の先駆けです。美術館の背後に広がる那岐山を借景に、
奈義町の自然と調和する形で建てられているのも特徴的
です。また、館内外では、年間を通して現代作家の企画展
や音楽イベント等を開催しています。

0868-36-5811奈義町現代美術館お問い合わせ先

0868-79-2330
株式会社あわくらグリーンリゾート

お問い合わせ先

奈義町現代美術館

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■実施時期

野菜詰め放題

0868-79-2330株式会社あわくらグリーンリゾート

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

500円～
英田郡西粟倉村影石418
鳥取自動車道西粟倉IC降りてすぐ
大型車8台／普通車110台
お問い合わせ下さい。
なし

岡山県内産や近隣収穫された
野菜（5～6種類）の詰め放題を
お楽しみいただけます。
※道の駅レストセンター あわく
らんど、あわくら旬の里、国民宿
舎 あわくら荘のいずれかでの食
事が条件となります。

お問い合わせ先

昭和30年代へタイムスリップ！柵原鉱山資料館と旧片上鉄道

0868-62-7155柵原鉱山資料館・片上鉄道保存会お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

柵原鉱山資料館：大人520円（高校生以上）小人310円（小学生以上）団体割引あり
坑道農業見学会：大人400円（高校生以上）小人200円（小学生以上）団体割引なし
片上鉄道展示運転会：一日会員券300円（高校生以上）中学生以下無料／団体割引なし
久米郡美咲町吉ケ原394-2
中国自動車道美作ＩＣより約30分、山陽自動車道和気ＩＣより約50分
大型車５台／普通車４０台
鉱山資料館（9：00～17：00）
鉱山資料館・毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）12月28日～1月4日

昭和30年頃の鉱山町
の様子や暮らしぶりを
再現している柵原鉱山
資料館では、地下400
ｍの坑道内でのかつて
の採掘現場の様子を
見学でき、柵原鉱山か
ら採掘された硫化鉄鉱
石を運搬していた旧片
上鉄道（平成３年廃線）
は、保存会により車両
や施設が保存され、車
両の展示運転（毎月第
一日曜日）を楽しむこと
ができます。

5月中～10月末

とっきりさま「時切稲荷神社」

086-728-4412

全国的にも珍しい「〇年〇月〇日までに〇〇を見つけてく
ださい」と時を決めてお祈りすると、不思議なことにその日
までになくしたものが出てくるというお稲荷さん。

無料
岡山県久米郡久米南町里方290
山陽自動車道岡山IC50分より、中国自動車道院庄
ICより20分　誕生寺第3駐車場より徒歩10分
誕生寺第3駐車場を利用
※大型車はアクセスルートが限られます。
神社は無人ですが、年間3日だけは、とっきりさまでお
守りを購入できる日があります
初午祭　3月第2日曜日（13:00～15:00）
輪くぐり　7月第4日曜日(15:00～16:30)
献穀祭　11月第3日曜日（11:00～13:00）

とききりいな り じんじゃ

久米南町産業振興課
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■所在地
■アクセス

苫田郡鏡野町上齋原中津河
中国自動車道院庄ICより約60分

流れ落ちる清水を滝の裏側から眺められ
ることから“裏見の滝”とも呼ばれていま
す。滝の高さは約10m、幅6mと規模は小
さいが、滝周辺を取り巻く四季の表情は
美しく、冬には滝が凍り、圧巻の“氷瀑”
が現れます。滝から100ｍふもとに湧き
出る名水『岩井』は日本名水百選に指定
され、別名“子宝の水”とも呼ばれている
パワースポットです。

岩井滝
いわ い  たき

0868-54-2987
鏡野町産業観光課お問い合わせ先

お問い合わせ先

高清水トレイル

※冬季は1ｍを超える積雪があります。

0868-52-9100健康の町かがみのプロモーション本部お問い合わせ先

■所在地
■アクセス
■駐車場

苫田郡鏡野町上齋原1539-1（人形峠）
中国自動車道院庄ＩＣより約50分
大型車2台/普通車20台（いずれも無料）

鏡野町と鳥取県三朝町の県境を尾根沿い歩くトレッキングコースが2019年
11月に全線オープン。人形峠～伯州山にかけての8㎞のトレッキングコースに
は針葉樹の植林にブナの原生林が広がり、晴れた日には大山や日本海を望
むことができる。足元にはふかふかの木のチップが敷かれ足腰に優しい。地元
案内人と一緒に歩くトレッキングツアーも実施。

無料（お菓子の試食や試飲、はちみつキャンディー（プレゼント用）、お菓子生産工場の見学（自
由））
最少催行20人、可能人員50人
苫田郡鏡野町円宗寺51-1
中国自動車道院庄ICからR179経由で約5分
大型バス6台/普通車60台
10：00～19：00
不定休
催行日の2週間前

山田養蜂場初の直営お菓子工房。はちみつをたっぷり使った手作りジェラートや、1日300個しか
作らない「はちみつどら焼き」を始めとした山田養蜂場ならではのお菓子や、はちみつスイーツを
味わうことができます。団体のお客様限定で、はちみつキャンディープレゼント！

山田養蜂場ぶんぶんファクトリー

0868-54-3855山田養蜂場お菓子工房ぶんぶんファクトリーお問い合わせ先

■料金

■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

国内初の美しいフォルムダムを案内人付きで探検！苫田ダム見学ツアー

1名500円（案内料・ダムカード）
最少催行15人、可能人員40人
苫田郡鏡野町久田下原1592-4
中国自動車道院庄ICよりR179経由で約20分
大型バス2台/普通車30台
苫田ダム展示室［60分～75分］
9：00～17：00
土日祝（要相談）・お盆・年末年始
催行日の2週間前

2005年3月に完成した重力式コンクリートダ
ムで、高さは74m、長さ225m 、総貯水容量は
8,410万m3で、岡山県内では3 番目の貯水量
を誇る、国内で初のラビリンス型（ジグザグ
形）の非常用洪水吐を備えた美しいフォルム
のダムを案内人と一緒に巡る特別なツアーで
す。

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■スケジュール
■開館・営業時間
■休業日
■最終予約受付日

とま  た

入場無料
勝田郡勝央町岡1100
中国自動車道勝央JCT経由勝央ICより約5分
大型車13台/普通車600台
・通常の開園時間…9：00～17：00
・お盆期間中（8月11日～8月15日）…9：00～19：00
毎週水曜日が休園日。（祝日が水曜日の場合は翌日の木曜日が休園日になります。）、夏休み
中は休園日なし、冬季（12月～2月）は毎週火・水曜日が休園日

農業をテーマとした交流体験型の農業公
園。園内では農業体験や動物とのふれあい
コーナーのほか、乗馬などの様々な体験
コーナーを楽しんだり人気のBBQやロッジ
宿泊で、のんびりと過ごすことができます。

0868-38-1234有限会社 アライスお問い合わせ先

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間

■休業日

おかやまファーマーズ・マーケットノースヴィレッジ 

お問い合わせ先 健康の町かがみのプロモーション本部 0868-52-9100

※道の駅レストセンター あわくらんど、あわくら旬の里、国民宿舎 あ
わくら荘のいずれかでの夕食が条件となります。

300円（協力金）
最少催行20人、可能人員90人
英田郡西粟倉村影石418
鳥取自動車道西粟倉ICより約15分
大型バス10台
2021年7月中旬

ヒメボタルは陸生のホタルで通称「森ホタル」と呼ばれたり、
小さいながら黄金色のフラッシュ光の点滅が特徴で別名
「キンボタル」とも呼ばれます。特に大茅スキー場周辺から、
若杉天然林までの手入れの行き届いた植林地は生息地と
して有名で、発生は7月10日～25日の2週間程度です。

ヒメボタル観賞

個人参拝　方丈・庭園拝観料、宝物館拝観料各200円
団体参拝　人数により変動
久米郡久米南町里方808
中国自動車道院庄ICより約20分、山陽自動車道岡山
ICより約50分
大型車6台/普通車約50台
※大型車はアクセスルートが限られます。
9：00～17：00（事務所）

浄土宗の開祖、法然上人
の生家跡に建てられた由
緒ある寺院。山門と御影
堂は国指定重要文化財に
指定されています。また、
毎年４月第３日曜日に行わ
れる「二十五菩薩錬供養
会式大法要」は、日本三大
錬供養の１つで、金色の菩
薩面と法衣を身にまとっ
た二十五菩薩と稚児、僧
侶ら総勢２００名が練り歩
き、荘厳な極楽浄土絵巻
が繰り広げられます。

誕生寺

086-728-2102誕生寺お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■料金
■所在地
■アクセス

■駐車場

■開館・営業時間

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

一般・大学生700円、高校生500円、小中学生300
円、75歳以上・小学生未満無料、団体割引20名以
上、一般・大学生500円、高校生350円、小中学生
200円
勝田郡奈義町豊沢441
中国自動車道・津山ICより約20分
大型車4台/普通車20台
9：30～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年
末年始

世界的に有名な建築家・磯崎新氏が設計。「太陽」「月」
「大地」と名付けた空間そのものが作品となっていて、鑑賞
者が作品の中に入って作品を「体感」する、体験型美術館
の先駆けです。美術館の背後に広がる那岐山を借景に、
奈義町の自然と調和する形で建てられているのも特徴的
です。また、館内外では、年間を通して現代作家の企画展
や音楽イベント等を開催しています。

0868-36-5811奈義町現代美術館お問い合わせ先

0868-79-2330
株式会社あわくらグリーンリゾート

お問い合わせ先

奈義町現代美術館

■料金
■定員
■所在地
■アクセス
■駐車場
■実施時期

野菜詰め放題

0868-79-2330株式会社あわくらグリーンリゾート

■料金
■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

500円～
英田郡西粟倉村影石418
鳥取自動車道西粟倉IC降りてすぐ
大型車8台／普通車110台
お問い合わせ下さい。
なし

岡山県内産や近隣収穫された
野菜（5～6種類）の詰め放題を
お楽しみいただけます。
※道の駅レストセンター あわく
らんど、あわくら旬の里、国民宿
舎 あわくら荘のいずれかでの食
事が条件となります。

お問い合わせ先

昭和30年代へタイムスリップ！柵原鉱山資料館と旧片上鉄道

0868-62-7155柵原鉱山資料館・片上鉄道保存会お問い合わせ先

■料金

■所在地
■アクセス
■駐車場
■開館・営業時間
■休業日

柵原鉱山資料館：大人520円（高校生以上）小人310円（小学生以上）団体割引あり
坑道農業見学会：大人400円（高校生以上）小人200円（小学生以上）団体割引なし
片上鉄道展示運転会：一日会員券300円（高校生以上）中学生以下無料／団体割引なし
久米郡美咲町吉ケ原394-2
中国自動車道美作ＩＣより約30分、山陽自動車道和気ＩＣより約50分
大型車５台／普通車４０台
鉱山資料館（9：00～17：00）
鉱山資料館・毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）12月28日～1月4日

昭和30年頃の鉱山町
の様子や暮らしぶりを
再現している柵原鉱山
資料館では、地下400
ｍの坑道内でのかつて
の採掘現場の様子を
見学でき、柵原鉱山か
ら採掘された硫化鉄鉱
石を運搬していた旧片
上鉄道（平成３年廃線）
は、保存会により車両
や施設が保存され、車
両の展示運転（毎月第
一日曜日）を楽しむこと
ができます。

5月中～10月末

とっきりさま「時切稲荷神社」

086-728-4412

全国的にも珍しい「〇年〇月〇日までに〇〇を見つけてく
ださい」と時を決めてお祈りすると、不思議なことにその日
までになくしたものが出てくるというお稲荷さん。

無料
岡山県久米郡久米南町里方290
山陽自動車道岡山IC50分より、中国自動車道院庄
ICより20分　誕生寺第3駐車場より徒歩10分
誕生寺第3駐車場を利用
※大型車はアクセスルートが限られます。
神社は無人ですが、年間3日だけは、とっきりさまでお
守りを購入できる日があります
初午祭　3月第2日曜日（13:00～15:00）
輪くぐり　7月第4日曜日(15:00～16:30)
献穀祭　11月第3日曜日（11:00～13:00）

とききりいな り じんじゃ

久米南町産業振興課
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団 体 用 食 事 施 設 一 覧団 体 用 食 事 施 設 一 覧

高
梁
市

牛窓レストラン＆カフェ UOUO 250名 0869-34-57750869-34-5775

岡山いこいの村 100名 0869-25-06860869-25-0686

赤
磐
市

瀬
戸
内
市

真
庭
市

美
作
市

和気町

浅口市

ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山
カジュアルダイニング ウルバーノ 20名 086-898-2268

アークホテル岡山 レストラン
「ラ・ペーシュ」 80名 086-233-2200

アークホテル岡山 和食処「あくら」 80名 086-233-2200

岡山シティホテル 桑田町 60名 086-221-0001

レスパール藤ヶ鳴 280名 086-294-1717

稲荷 ときわや 420名 086-287-3088

最上稲荷 宿坊「顕妙閣」 88名 086-287-3706

湯迫温泉 白雲閣 320名 086-279-0545

岡山プラザホテル 500名 086-272-1201

後楽園 四季彩（岡山ばら寿司） 110名 086-273-3221

倉敷国際ホテル 150名 086-422-5141

倉敷アイビースクエア
レストラン 蔦 80名 086-422-0173

旅館くらしき レストラン 42名 086-422-0730

冨来屋本舗 本店 50名
別館 20名 086-427-0122

倉敷ロイヤルアートホテル「倉敷」 60名 086-423-2400

倉敷ロイヤルアートホテル「八間蔵」 60名 086-423-2400

蓮台寺（精進料理） 40名 086-477-6222

鷲羽山下電ホテル 160名 086-479-7111

ふく仙 100名 086-479-9135

鷲羽山レストハウス 356名 086-479-9164086-479-9164

WASHU BLUE RESORT 風籠 370名 086-479-9500086-479-9500

鷲羽グランドホテル備前屋甲子 400名 086-479-8222086-479-8222

倉敷シーサイドホテル 160名 086-475-1616086-475-1616

ザ・シロヤマテラス津山別邸 200名 0868-24-21110868-24-2111

津山鶴山ホテル 400名 0868-25-21210868-25-2121

瀬戸内温泉たまの湯 “旬菜旬魚 海廊” 160名 0863-31-15260863-31-1526

ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 250名 0863-81-21110863-81-2111

国民宿舎サンロード吉備路 200名 0866-90-05500866-90-0550

サントピア岡山総社 146名 0866-95-88110866-95-8811

精進料理 金亀 145名 0866-92-30560866-92-3056

岡山国際ホテル 600名 086-273-7311

宮下酒造 酒工房 独歩館 124名 086-270-8111

岡
山
市

倉
敷
市

津
山
市

玉
野
市

総
社
市

施設名 収容人員 収容人員地
域 電話番号 施設名地

域 電話番号

高梁国際ホテル 140名 0866-21-00800866-21-0080

グランドホテルみよしや（千屋牛） 50名 0867-72-11310867-72-1131

神郷温泉 70名 0867-93-51060867-93-5106

伯備（千屋牛） 180名 0867-72-31250867-72-3125

魚美味倶楽部 美晴（美晴旅館） 110名 0869-72-01440869-72-0144

料理旅館 鹿久居荘 140名 0869-72-03450869-72-0345

旅館つり幸 70名 0869-72-31520869-72-3152

ひなせ味楽宴 秀吉 48名 0869-72-39930869-72-3993

西の屋 赤坂店 380名 086-957-4555086-957-4555

西の屋 菊ヶ峠店 500名 086-958-2131086-958-2131

おかやまフォレストパーク ドイツの森 276名 086-958-2111086-958-2111

ヒルゼン高原センター 1,800名 0867-66-36000867-66-3600

レストラン 四季彩 200名 0867-66-25010867-66-2501

お食事処 西蔵 20名 0867-44-53000867-44-5300

湯原温泉 八景 80名 0867-62-22110867-62-2211

湯快感 花やしき 40名 0867-62-33410867-62-3341

湯原国際観光ホテル 菊之湯 250名 0867-62-21110867-62-2111

ゆばらの宿 米屋 80名 0867-62-37750867-62-3775

湯の蔵つるや 40名 0867-62-20160867-62-2016

西の屋 湯郷店 450名 0868-74-31030868-74-3103

岡山国際サーキット

250名 0868-72-22000868-72-2200西の屋 美作店

78名 0868-74-33110868-74-3311

湯郷グランドホテル 250名 0868-72-03950868-72-0395

ポピースプリングスリゾート＆スパ 40名 0868-72-75750868-72-7575

花の宿 にしき園 100名 0868-72-06400868-72-0640

ゆのごう美春閣 400名 0868-72-81110868-72-8111

かも川手延素麺 麺蔵人（めんくらんど） 100名 0865-44-11120865-44-1112

和気鵜飼谷温泉 250名 0869-92-90010869-92-9001

矢掛屋INN＆SUITES 76名 0866-82-01110866-82-0111

0866-84-10010866-84-1001あかつきの蔵 120名

里山レストラン Aelu（花美人の里） 80名 0868-52-07900868-52-0790

うたたねの里 いっぷく亭 45名 0868-44-24880868-44-2488

道の駅レストセンターあわくらんど 300名 0868-79-23310868-79-2331

あわくら旬の里 130名 0868-79-28820868-79-2882

吉備高原リゾートホテル 110名 0866-56-71700866-56-7170

新
見
市

備
前
市

鏡
野
町

矢
掛
町

西
粟
倉
村

寿司割烹 喜怒哀楽 150名 086-254-4455

ホテルグランヴィア岡山
19F「ダイニング&バー アプローズ」 120名 086-233-3138

和味の宿 ラ・フォーレ吹屋 100名 0866-29-20000866-29-2000

花のれん 130名 0866-22-07710866-22-0771

魚富（あゆ料理） 130名 0866-22-40520866-22-4052

※各コースでまわる有料施設入場料等は駅から観タクン料金には
　含まれておりません。別途お客様負担となります。
※2020年7月現在の情報です。内容は変更する場合がございます。
※小型タクシー1台あたり4名様までご利用できます。

2時間6,500円
2021年3月～
2021年4月～
9:00～15:00のお好きな時間

■ご利用料金
■発売期間
■ご利用期間
■ご利用時間

瀬戸内のアートな観光列車 「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」

086-225-1170　平日 9:00～17:45JR西日本岡山支社営業課お問い合わせ先

瀬戸内エリアの広域周遊観光を楽しむアートな観光列車。
白い車体に、車窓をデザインのように見立て、大胆にデザイン。
車内では、地元特産品とコラボしたグッズ・飲食物を販売するサービスコーナーや、自転車
を組み立てた状態で持ち込めるサイクルスペースも設置。
土・日・祝日を中心に、運行予定。車内の抗ウイルス・抗菌加工を実施済み。
※団体枠（40席）を設定。運行日以外は貸切での運行も可能（行先・ダイヤは要相談）。

路面電車

JR（新幹線）

JR（在来線）

瀬戸内クルージング

トモテツバス

千光寺山ロープウェイ

鞆港

岡山

東山
清輝橋

倉敷
瀬戸田

新倉敷

新尾道

福山
山頂

山麓三原 尾道

JR西日本岡山支社営業課

岡山

宇野

茶屋町
倉敷

児島

東山

清輝橋

総社
JR（在来線）

路面電車
下電バス

上記の図参照（新幹線は自由席に限る）
●大人：3,060円 ●小人：1,530円
3日間

■JR自由周遊区間
■商品価格
■有効期間

岡山～三原の自由周遊区間の乗り放題と二次アクセス（岡山電気軌道、レンタサイクル、
福山～鞆の浦バス、尾道～瀬戸田・鞆の浦航路、千光寺山ロープウェイ）がセットになって
大変おトクで便利。フリープランにご活用ください。

せとうち旅パス（予定）

086-225-1170　平日 9:00～17:45お問い合わせ先 JR西日本岡山支社営業課

上記の図参照※岡山市内路面電車や児島地区の路線バス等も利用可能です。
大原美術館・岡山後楽園・岡山城
料金調整中
2日間

■JR自由周遊区間
■利用可能な観光施設
■商品価格
■有効期間

大原美術館・岡山後楽園・岡山城の入場（館）券、岡山市内路面電車、ジーンズバス、鷲羽
山夕景鑑賞バス、JR自由周遊区間内の乗り放題がセットのフリータイプのきっぷです。

岡山・倉敷2デイパス（予定）

086-225-1170　平日 9:00～17:45お問い合わせ先

JR西日本岡山支社営業課 086-225-1170お問い合わせ先JR西日本岡山支社営業課

（一社）高梁市観光協会　0866-21-0461

（公社）津山市観光協会　0868-22-3310

備前市産業観光課　0869-64-1832

倉敷地区ウェルカム観光ガイド連絡会（倉敷市観光休憩所内）
086‐436‐7734（※平日午前中のみ）

NPO法人備中玉島観光ガイド協会　090-7500-3574

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

地元ガイドが名所のいわれ、歴史や裏話を詳しくご案内。指定の日時に集合するだけで、
予約不要です。また、参加費•ガイド料も無料なので、気軽にご参加いただけるハイキング
ツアーです。

岡山県内の１０コースの観光地を予約なしでタクシ一で巡るから、移動もラクラク！駅前タク
シー乗り場のタクシーを利用して周辺の観光地をおトクな価格で気軽にまわっていただけ
るタクシー観光プランです。
ご希望のコースを決めよう！ご希望のコースのタクシー券を購入！

086-225-1170お問い合わせ先

倉敷ステーションホテル

料理旅館 鶴形

倉敷由加温泉ホテル山桃花

WASHU BLUE RESORT 風籠

鷲羽山下電ホテル

鷲羽山グランドホテル備前屋甲子

せとうち児島ホテル

対象宿泊施設

ホテルグランヴィア岡山

三井ガーデンホテル岡山

ANAクラウンプラザホテル岡山

岡山国際ホテル

ヴィアイン岡山

アークホテル岡山

岡
山

ダイワロイネットホテル岡山駅前

岡山ワシントンホテルプラザ

コンフォートホテル岡山

後楽ホテル

ホテルエクセル岡山

岡山ロイヤルホテル

倉敷国際ホテル倉
敷

岡
山

倉敷アイビースクエア

倉敷ロイヤルアートホテル

コートホテル倉敷

天然温泉阿智の湯ドーミーイン倉敷

アパホテル〈倉敷駅前〉

旅館くらしき

吉井旅館

倉
敷

児
島

倉
敷

手荷物1個につき700円 
※その他一時預かり等もあり
年中無休(予定）
JR岡山駅ねこのてステーション
 8:00～20:00
JR岡山駅2階

■商品価格

■休業日
■所在地
■開館・営業時間
■アクセス

岡山駅から岡山・倉敷市内の指定宿泊施設まで荷物を宅配！手ぶらで観光を楽しめます。受け取り場所(JR岡山駅ねこのてステー
ション）は、JR岡山駅2階と大変便利です。お手頃価格で、手荷物を持たずに、手ぶらで観光、ビジネスに直行できるお役立ちサービ
スです！事前に予約いただければ、団体のお客様にも対応可能です。（伝票事前発送も可）
■ご利用の流れ
①13：30までに岡山駅で荷物を預けます。
②当日の17：00頃までに指定のお宿にお届けします。

岡山・倉敷手ぶら観光サービス（JR岡山駅ねこのてステーション）

080-6609-1694お問い合わせ先 ねこのてステーション

DISCOVER WEST 
ハイキング地元ガイドとまち歩き

［備中高梁まちぶら散策コース］

［最強の要塞「津山城」をめぐる・レトロな町並みをぶらり散策コース］

［伊部の地に伝わる備前焼にふれるコース］

［倉敷の美と歴史の探訪コース］

［北前船が行き交った玉島の湊町（みなとまち）散策コース］

2020年7月現在

吉備
中央町

※詳細は施設にお問い合わせください。※詳細は施設にお問い合わせください。
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JR岡山駅構内図

入館料割引など
うれしい特典付
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団 体 用 食 事 施 設 一 覧団 体 用 食 事 施 設 一 覧

高
梁
市

牛窓レストラン＆カフェ UOUO 250名 0869-34-57750869-34-5775

岡山いこいの村 100名 0869-25-06860869-25-0686

赤
磐
市

瀬
戸
内
市

真
庭
市

美
作
市

和気町

浅口市

ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山
カジュアルダイニング ウルバーノ 20名 086-898-2268

アークホテル岡山 レストラン
「ラ・ペーシュ」 80名 086-233-2200

アークホテル岡山 和食処「あくら」 80名 086-233-2200

岡山シティホテル 桑田町 60名 086-221-0001

レスパール藤ヶ鳴 280名 086-294-1717

稲荷 ときわや 420名 086-287-3088

最上稲荷 宿坊「顕妙閣」 88名 086-287-3706

湯迫温泉 白雲閣 320名 086-279-0545

岡山プラザホテル 500名 086-272-1201

後楽園 四季彩（岡山ばら寿司） 110名 086-273-3221

倉敷国際ホテル 150名 086-422-5141

倉敷アイビースクエア
レストラン 蔦 80名 086-422-0173

旅館くらしき レストラン 42名 086-422-0730

冨来屋本舗 本店 50名
別館 20名 086-427-0122

倉敷ロイヤルアートホテル「倉敷」 60名 086-423-2400

倉敷ロイヤルアートホテル「八間蔵」 60名 086-423-2400

蓮台寺（精進料理） 40名 086-477-6222

鷲羽山下電ホテル 160名 086-479-7111

ふく仙 100名 086-479-9135

鷲羽山レストハウス 356名 086-479-9164086-479-9164

WASHU BLUE RESORT 風籠 370名 086-479-9500086-479-9500

鷲羽グランドホテル備前屋甲子 400名 086-479-8222086-479-8222

倉敷シーサイドホテル 160名 086-475-1616086-475-1616

ザ・シロヤマテラス津山別邸 200名 0868-24-21110868-24-2111

津山鶴山ホテル 400名 0868-25-21210868-25-2121

瀬戸内温泉たまの湯 “旬菜旬魚 海廊” 160名 0863-31-15260863-31-1526

ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 250名 0863-81-21110863-81-2111

国民宿舎サンロード吉備路 200名 0866-90-05500866-90-0550

サントピア岡山総社 146名 0866-95-88110866-95-8811

精進料理 金亀 145名 0866-92-30560866-92-3056

岡山国際ホテル 600名 086-273-7311

宮下酒造 酒工房 独歩館 124名 086-270-8111

岡
山
市

倉
敷
市

津
山
市

玉
野
市

総
社
市

施設名 収容人員 収容人員地
域 電話番号 施設名地

域 電話番号

高梁国際ホテル 140名 0866-21-00800866-21-0080

グランドホテルみよしや（千屋牛） 50名 0867-72-11310867-72-1131

神郷温泉 70名 0867-93-51060867-93-5106

伯備（千屋牛） 180名 0867-72-31250867-72-3125

魚美味倶楽部 美晴（美晴旅館） 110名 0869-72-01440869-72-0144

料理旅館 鹿久居荘 140名 0869-72-03450869-72-0345

旅館つり幸 70名 0869-72-31520869-72-3152

ひなせ味楽宴 秀吉 48名 0869-72-39930869-72-3993

西の屋 赤坂店 380名 086-957-4555086-957-4555

西の屋 菊ヶ峠店 500名 086-958-2131086-958-2131

おかやまフォレストパーク ドイツの森 276名 086-958-2111086-958-2111

ヒルゼン高原センター 1,800名 0867-66-36000867-66-3600

レストラン 四季彩 200名 0867-66-25010867-66-2501

お食事処 西蔵 20名 0867-44-53000867-44-5300

湯原温泉 八景 80名 0867-62-22110867-62-2211

湯快感 花やしき 40名 0867-62-33410867-62-3341

湯原国際観光ホテル 菊之湯 250名 0867-62-21110867-62-2111

ゆばらの宿 米屋 80名 0867-62-37750867-62-3775

湯の蔵つるや 40名 0867-62-20160867-62-2016

西の屋 湯郷店 450名 0868-74-31030868-74-3103

岡山国際サーキット

250名 0868-72-22000868-72-2200西の屋 美作店

78名 0868-74-33110868-74-3311

湯郷グランドホテル 250名 0868-72-03950868-72-0395

ポピースプリングスリゾート＆スパ 40名 0868-72-75750868-72-7575

花の宿 にしき園 100名 0868-72-06400868-72-0640

ゆのごう美春閣 400名 0868-72-81110868-72-8111

かも川手延素麺 麺蔵人（めんくらんど） 100名 0865-44-11120865-44-1112

和気鵜飼谷温泉 250名 0869-92-90010869-92-9001

矢掛屋INN＆SUITES 76名 0866-82-01110866-82-0111

0866-84-10010866-84-1001あかつきの蔵 120名

里山レストラン Aelu（花美人の里） 80名 0868-52-07900868-52-0790

うたたねの里 いっぷく亭 45名 0868-44-24880868-44-2488

道の駅レストセンターあわくらんど 300名 0868-79-23310868-79-2331

あわくら旬の里 130名 0868-79-28820868-79-2882

吉備高原リゾートホテル 110名 0866-56-71700866-56-7170

新
見
市

備
前
市

鏡
野
町

矢
掛
町

西
粟
倉
村

寿司割烹 喜怒哀楽 150名 086-254-4455

ホテルグランヴィア岡山
19F「ダイニング&バー アプローズ」 120名 086-233-3138

和味の宿 ラ・フォーレ吹屋 100名 0866-29-20000866-29-2000

花のれん 130名 0866-22-07710866-22-0771

魚富（あゆ料理） 130名 0866-22-40520866-22-4052

※各コースでまわる有料施設入場料等は駅から観タクン料金には
　含まれておりません。別途お客様負担となります。
※2020年7月現在の情報です。内容は変更する場合がございます。
※小型タクシー1台あたり4名様までご利用できます。

2時間6,500円
2021年3月～
2021年4月～
9:00～15:00のお好きな時間

■ご利用料金
■発売期間
■ご利用期間
■ご利用時間

瀬戸内のアートな観光列車 「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」

086-225-1170　平日 9:00～17:45JR西日本岡山支社営業課お問い合わせ先

瀬戸内エリアの広域周遊観光を楽しむアートな観光列車。
白い車体に、車窓をデザインのように見立て、大胆にデザイン。
車内では、地元特産品とコラボしたグッズ・飲食物を販売するサービスコーナーや、自転車
を組み立てた状態で持ち込めるサイクルスペースも設置。
土・日・祝日を中心に、運行予定。車内の抗ウイルス・抗菌加工を実施済み。
※団体枠（40席）を設定。運行日以外は貸切での運行も可能（行先・ダイヤは要相談）。

路面電車

JR（新幹線）

JR（在来線）

瀬戸内クルージング

トモテツバス

千光寺山ロープウェイ

鞆港

岡山

東山
清輝橋

倉敷
瀬戸田

新倉敷

新尾道

福山
山頂

山麓三原 尾道

JR西日本岡山支社営業課

岡山

宇野

茶屋町
倉敷

児島

東山

清輝橋

総社
JR（在来線）

路面電車
下電バス

上記の図参照（新幹線は自由席に限る）
●大人：3,060円 ●小人：1,530円
3日間

■JR自由周遊区間
■商品価格
■有効期間

岡山～三原の自由周遊区間の乗り放題と二次アクセス（岡山電気軌道、レンタサイクル、
福山～鞆の浦バス、尾道～瀬戸田・鞆の浦航路、千光寺山ロープウェイ）がセットになって
大変おトクで便利。フリープランにご活用ください。

せとうち旅パス（予定）

086-225-1170　平日 9:00～17:45お問い合わせ先 JR西日本岡山支社営業課

上記の図参照※岡山市内路面電車や児島地区の路線バス等も利用可能です。
大原美術館・岡山後楽園・岡山城
料金調整中
2日間

■JR自由周遊区間
■利用可能な観光施設
■商品価格
■有効期間

大原美術館・岡山後楽園・岡山城の入場（館）券、岡山市内路面電車、ジーンズバス、鷲羽
山夕景鑑賞バス、JR自由周遊区間内の乗り放題がセットのフリータイプのきっぷです。

岡山・倉敷2デイパス（予定）

086-225-1170　平日 9:00～17:45お問い合わせ先

JR西日本岡山支社営業課 086-225-1170お問い合わせ先JR西日本岡山支社営業課

（一社）高梁市観光協会　0866-21-0461

（公社）津山市観光協会　0868-22-3310

備前市産業観光課　0869-64-1832

倉敷地区ウェルカム観光ガイド連絡会（倉敷市観光休憩所内）
086‐436‐7734（※平日午前中のみ）

NPO法人備中玉島観光ガイド協会　090-7500-3574

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

地元ガイドが名所のいわれ、歴史や裏話を詳しくご案内。指定の日時に集合するだけで、
予約不要です。また、参加費•ガイド料も無料なので、気軽にご参加いただけるハイキング
ツアーです。

岡山県内の１０コースの観光地を予約なしでタクシ一で巡るから、移動もラクラク！駅前タク
シー乗り場のタクシーを利用して周辺の観光地をおトクな価格で気軽にまわっていただけ
るタクシー観光プランです。
ご希望のコースを決めよう！ご希望のコースのタクシー券を購入！

086-225-1170お問い合わせ先

倉敷ステーションホテル

料理旅館 鶴形

倉敷由加温泉ホテル山桃花

WASHU BLUE RESORT 風籠

鷲羽山下電ホテル

鷲羽山グランドホテル備前屋甲子

せとうち児島ホテル

対象宿泊施設

ホテルグランヴィア岡山

三井ガーデンホテル岡山

ANAクラウンプラザホテル岡山

岡山国際ホテル

ヴィアイン岡山

アークホテル岡山

岡
山

ダイワロイネットホテル岡山駅前

岡山ワシントンホテルプラザ

コンフォートホテル岡山

後楽ホテル

ホテルエクセル岡山

岡山ロイヤルホテル

倉敷国際ホテル倉
敷

岡
山

倉敷アイビースクエア

倉敷ロイヤルアートホテル

コートホテル倉敷

天然温泉阿智の湯ドーミーイン倉敷

アパホテル〈倉敷駅前〉

旅館くらしき

吉井旅館

倉
敷

児
島

倉
敷

手荷物1個につき700円 
※その他一時預かり等もあり
年中無休(予定）
JR岡山駅ねこのてステーション
 8:00～20:00
JR岡山駅2階

■商品価格

■休業日
■所在地
■開館・営業時間
■アクセス

岡山駅から岡山・倉敷市内の指定宿泊施設まで荷物を宅配！手ぶらで観光を楽しめます。受け取り場所(JR岡山駅ねこのてステー
ション）は、JR岡山駅2階と大変便利です。お手頃価格で、手荷物を持たずに、手ぶらで観光、ビジネスに直行できるお役立ちサービ
スです！事前に予約いただければ、団体のお客様にも対応可能です。（伝票事前発送も可）
■ご利用の流れ
①13：30までに岡山駅で荷物を預けます。
②当日の17：00頃までに指定のお宿にお届けします。

岡山・倉敷手ぶら観光サービス（JR岡山駅ねこのてステーション）

080-6609-1694お問い合わせ先 ねこのてステーション

DISCOVER WEST 
ハイキング地元ガイドとまち歩き

［備中高梁まちぶら散策コース］

［最強の要塞「津山城」をめぐる・レトロな町並みをぶらり散策コース］

［伊部の地に伝わる備前焼にふれるコース］

［倉敷の美と歴史の探訪コース］

［北前船が行き交った玉島の湊町（みなとまち）散策コース］

2020年7月現在

吉備
中央町

※詳細は施設にお問い合わせください。※詳細は施設にお問い合わせください。
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