
高梁２大観光名所１日めぐり
天空の山城 備中松山城＆日本遺産認定 吹屋

標高430m、天守が現存する日本唯一の山城で国指定重要文化財の備中松
山城と、赤銅色の石州瓦とベンガラ色の外観で統一された見事な町並みが
整然と続く吹屋は、令和２年度日本遺産に認定されました。また、明治33
年建築の旧吹屋小学校が吹屋の歴史や文化を発信する地域の新たな拠点施
設として開校。高梁自慢の２大観光名所を１日でめぐる欲張りプランです。

高梁観光交流センター 9:00→備中松山城（観光ガイド・◎天守入場）→
吹屋（昼食）→○吹屋ふるさと村（観光ガイド・◎郷土館・旧片山家・◎
旧吹屋小学校）→◎広兼邸・笹畝坑道（入場）→◎べんがら染め体験→高
梁観光交流センター 17:00頃 〔18:00返車まで追加代金不要〕

※昼食会場：金～月曜日（Cafe燈）／火～木曜日（ラ・フォーレ吹屋）
※料金に含まれるもの：レンタカー代・昼食代・入場料・べんがら染め体験代・観光ガイド代

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（金～月）前日迄
／（火～木）２日前迄

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名利用の場合 14,800円 5,000円
３名利用の場合 12,000円 5,000円
４名利用の場合 11,000円 5,000円
こども3,150円引き 観光クーポン 付き

出発日 運送機関 食事 宿泊 最少催行人員 添乗員 ◎ 入場観光 ○下車観光 △車窓 おとな：中学生以上／こども：小学生以上／幼児無料
※悪天候により旅行を中止する場合がございます。新型コロナウィルス感染予防のため各施設ではサービスを変更させていただく場合がございます。
※全プラン共通、発生手配予約。発生手配とはお客様のご予約をもって手配をする予約方法です。手配先の事由によって手配が完了しない場合がございます。

家族や友達・グループで楽しめる全国でも珍しい

マンガ専門の美術館と弥高山公園デイキャンプ

国内外のマンガ約12万冊を所蔵。漫画読書室には昭和30年代のなつかし
い漫画から最新のコミックスまで約6万冊の漫画が展示され自由に閲覧で
きます。標高654mの弥高山中腹にキャンプ場、バンガロー村、ロッジ、
貸別荘の施設があり、山頂からの眺望は360度の大パノラマで、吉備高原
の山並をはじめ、南は瀬戸内海、四国山脈、北は大山と見渡す景色は壮大
です。

高梁観光交流センター9:00→◎吉備川上ふれあい漫画美術館→
→○弥高山公園（デイキャンプをお楽しみください／貸しテント１張）→
→高梁観光交流センター18:00まで

※料金に含まれるもの：レンタカー代・入場料・貸しテント代（１張）

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額

２名利用の場合 6,800円 3,000円

３名利用の場合 6,000円 3,000円

４名利用の場合 6,000円 3,000円

こども4,000円引き 観光クーポン 付き

目を疑う岩盤トンネルや標高400mに立つ夫婦岩

羽山渓谷と成羽美術館、郷土料理豆腐飯
成羽町が生んだ洋画家児島虎次郎の画業を顕彰する美術館、標高400mの
石灰岩台地にそびえ立つ夫婦岩、島木川上流に続く石灰岩渓谷羽山渓、全
国の道路マニアが注目する圧巻の断崖トンネルを通行します。昼食はお客
様が満足するまでどんどん料理が出てくる名物店で郷土料理か桃太郎トマ
ト鬼退治定食（10月末迄）をご賞味ください。地酒店か銘菓店へ立ち寄り
ます。

高梁観光交流センター 10:00→◎高梁市成羽美術館→朝日堂（郷土料理豆
腐飯）→○夫婦岩・鬼の村夫婦岩神社→○羽山渓（羽山第二隧道）→○白
菊商事または三宅製菓（ショッピング）→高梁観光交流センター16:00頃
〔18:00返車まで追加代金不要〕

※料金に含まれるもの：レンタカー代・昼食代・入場料

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額

２名利用の場合 6,800円 3,000円

３名利用の場合 6,000円 3,000円

４名利用の場合 6,000円 3,000円

こども800円引き 観光クーポン 付き

R001
日 帰 り

A002
日 帰 り

R003
日 帰 り

R004
日 帰 り

雲海に浮かぶ備中松山城イメージ

備中松山城（二の丸）

備中松山城（天守）

※雲海が発生する時期は9月下
旬～4月上旬の明け方から午前
8時頃。特に10月下旬～12月上
旬の早朝には濃い朝霧が期待
できます。

今流行りの路線バス旅！ご当地路線バスで行く

お気軽吹屋日帰り旅
トヨタレンタカーに乗って、片道約１時間の田舎景色ドライブをお楽しみ
ください。赤銅色の石州瓦とベンガラ色の外観で統一された見事な町並み
は、ゆったりとした時間と昔懐かしい空気を感じさせてくれます。お手軽
なべんがら染体験もお楽しみください。日本遺産に認定された吹屋へ気軽
にお出かけできるプランです。

高梁観光交流センター 10:00→◎広兼邸・笹畝坑道（入場）→○吹屋ふるさ
と村（昼食・◎郷土館・旧片山家・◎旧吹屋小学校・◎べんがら染め体
験・町並み散策）→高梁観光交流センター17:00頃〔18:00返車まで追加代
金不要〕日本遺産認定「ジャパンレッド」発祥の地－弁柄と銅の町・備中吹屋－

※昼食会場：金～月曜日（Cafe燈）／火～木曜日（ラ・フォーレ吹屋）
※料金に含まれるもの：レンタカー代・昼食代・入場料・体験代

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（金～月）前日迄
／（火～木）２日前迄

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名利用の場合 10,000円 5,000円
３名利用の場合 8,400円 3,000円
４名利用の場合 7,900円 3,000円
こども1,700円引き 観光クーポン 付き

R002
日 帰 り

吹屋イメージ備中松山城

Café燈（千屋牛＋地産地消
おばんざいランチ）

ラ・フォーレ吹屋
（千屋牛御膳）

吹屋イメージ

Café燈（地産地消
おばんざいランチ）ベンガラ染めイメージ

羽山渓第二隧道朝日堂（郷土料理豆腐飯）

成羽美術館

夫婦岩

月曜日と成羽美術
館の休館日を除く

おかやま旅応援割 利用期間延長 ◆利用期間：9月30日（金）（10/1チェックアウトまで）
◆利用対象者 岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県及び兵庫県の在
住者。※広島県、愛媛県は対象外。◆利用条件「おかやま旅応援割」申請書、日帰り旅行
【様式1-2（改訂版）】と宣言書【様式2】の提出が必要です。また、旅行者全員の「ワクチ
ン接種証明書」（3回）または「陰性証明書」と「本人確認書類」をご提示ください。 ◆ご
注意事項 ※特設サイトで最新の情報をご確認ください。

ラ・フォーレ吹屋
（備中御膳）

吹屋イメージ

金曜日
を除く



旅行企画・実施 岡山県知事登録旅行業 第３－４１５号 （一社）全国旅行業協会会員

（一社）高梁市観光協会 ☎(0866)-22-2228
〒716-0039 岡山県高梁市旭町1335-7
◆http://www.takahasikanko.or.jp
◆https://www.takahashivisitorscenter.com/
◆E-mail：takahashivisitorscenter@gmail.com
◆営業時間／9:00～17:00

〈募集型企画旅行実施可能区域〉
高梁市・新見市・真庭市・総社市・井原市・吉備中央町／広島県神石高原町・庄原市

※ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申込みください。
（この募集広告は、旅行業法第１２条の４に定めた「取引条件説明書」の一部です）

お申し込み・お問い合わせ

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。こ
の旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮無く各店の取扱管理
者におたずねください。

◆お客様による旅行契約の解除

解除期日 取消料

旅行開始日の前日 旅行代金の40%

旅行開始日当日 旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

地元テツ企画！ 高梁のおすすめ撮影スポットめぐり

旧国鉄車両王国岡山で国鉄時代の名車を撮ろう
岡山県のJR在来線では旧国鉄の車両が今も走っており、鉄道ファンから
「国鉄岡山」と呼ばれ人気です。岡山と出雲を結ぶJR西日本の特急「やく
も」は令和４年度末までに新型車両が導入されることになり現行の381系
車両の引退が近づいています。今回は国鉄色やくもを含め381系車両が映
えるおすすめ撮影スポットへご案内致します。駅構内へ入場される場合は、
各自入場料をお支払い願います

高梁観光交流センター9:40→◎備中広瀬駅周辺（やくも8号・普通下り・や
くも7号・普通上り）→◎備中高梁駅（テイクアウト・やくも10号・普通列
車）→◎木野山駅（やくも9号）→◎備中川面駅（普通上り下り）→○高
梁川第２鉄橋（やくも11号・14号）→◯高梁川第３鉄橋（普通上り）○
高梁川第４鉄橋（※やくも13号・16号・普通下り）→◎方谷駅（やくも
15号18号）→備中高梁駅15:20頃 〔18:00返車まで追加代金不要〕

※料金に含まれるもの：レンタカー代・昼食代

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名利用の場合 6,900円 3,000円
３名利用の場合 6,000円 3,000円
４名利用の場合 6,000円 3,000円
こども同額 観光クーポン 付き

財政破錠寸前の備中松山藩を７年で立て直した藩政改革

山田方谷ゆかりの地をめぐる半日旅
300億円の借金を抱え財政破綻寸前だった備中松山藩が、わずか７年で
300億円の財を蓄える断行した山田方谷の軌跡を辿ります。江戸時代に備
中松山藩で生まれ、若い頃から学問に打ち込んだ幕末期の儒家・陽明学者。
教育者として三島中洲や河合継之助ら多くの優秀な人材を育成したことで
も知られています。高梁に点在するゆかりの地を半日でめぐるお手軽プラ
ンです。

高梁観光交流センター9:00/13:00→◎山田方谷記念館（入場）→△備中松
山藩藩校「有終館跡地」（車窓）→◎武家屋敷旧埴原家（入場）→ ◯八
重垣神社→◯JR方谷駅資料室・長瀬塾跡石碑（見学）→◯方谷の里ふれあ
いセンター（見学）約30分→◯方谷園（見学）→高梁観光交流センター
12:30/16:30頃

※料金に含まれるもの：レンタカー代・入場料

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

昼食１回 無し

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名利用の場合 4,800円
３名利用の場合 3,800円
４名利用の場合 3,300円
こども3,050円引き

山田方谷イメージ

方谷の里ふれあいセンター 方谷園

山田方谷資料館

R006
日 帰 り

R005
日 帰 り

特急やくも（方谷駅にて）
撮影；川西基隆氏

高梁ほっとカフェ
（弁当イメージ）

当プラン参加者全員に
ハシ鉄（特急やくも）プレゼント

（土曜日を除く）

高梁ステイ＆フリータイム１泊２日
気ままにドライブ（ホテル＆レンタカー）

2021年12月新規出店したばかりのトヨタレンタリース備中高梁駅前店を
起点に、備中松山城や日本遺産吹屋をはじめとする高梁観光や、新見・真
庭地区もお楽しみください。高梁市内の宿泊がセットされた１泊２日プラ
ンです。

1日
目：

高梁市観光交流センター（備中高梁駅前店）9:00以降 →
→フリータイム→ 高梁国際ホテル （泊）チェックイン14:00より

2日
目：

ホテルにて朝食の後、チェックアウト（11:00迄）を済ませ出発 →
→フリータイム→高梁市観光交流センター（備中高梁駅前店）18:00迄

※料金に含まれるもの：レンタカー代・宿泊代

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

朝食１回 高梁国際ホテル
１泊朝食・洋室

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
１名１室利用の場合 16,800円 5,000円
２名１室利用の場合 14,800円 5,000円
３名１室利用の場合 11,500円 5,000円
こども同額（添い寝幼児は無料） 観光クーポン 付き

レンタカープラン グレードアップ表

車両タイプ 差額 主要車両（定員）
※車種の指定はできません。予めご了承ください

乗
用
車

エコノミー
C1,C2

日帰り：追加なし
1泊2日：追加なし

ヤリス(5)・ヴィッツHV(5)・
パッソ(5)・アクア(5) 等

スタンダード
C3

日帰り：1,000円
1泊2日：2,000円

プリウス(5)・フィールダー
HV(5)・新型カローラHV(5)等

ワ
ゴ
ン

エコノミー
W1

日帰り：2,000円
1泊2日：4,000円

プリウスα(7)・シエンタ(5)・シ
エンタHV(5)等

スタンダード
W2

日帰り：3,000円
1泊2日：6,000円

ノア(8)・ノアHV(7)・
VOXY(8)・VOXYHV(7)等

レンタカープラン共通条件 ●運転免許証を必ずご持参ください。当日免許証をお持ちでない場
合は貸出できません。その場合取り消し扱いとなり所定の取消料を申し受けます。●主要車両に
記載の車名は一例であり、車種無指定で予約の場合は、記載以外の車種となる場合もございます。
●当レンタカープランでの配車返車は備中高梁駅前店に限られます。●ペット乗車予定の場合は
販売員にお申し出ください。●満車の場合はご利用いただけません。

吹屋ステイ＆フリータイム１泊２日
気ままにドライブ（ホテル＆レンタカー）

2021年12月新規出店したばかりのトヨタレンタリース備中高梁駅前店を
起点に、備中松山城や日本遺産吹屋をはじめとする高梁観光や、新見・真
庭地区もお楽しみください。高梁市内の宿泊がセットされた１泊２日プラ
ンです。

1日
目：

高梁市観光交流センター（備中高梁駅前店）9:00以降 →
→フリータイム→ ラ・フォーレ吹屋 （泊）チェックイン15:00より

2日
目：

ホテルにて朝食の後、チェックアウト（11:00迄）を済ませ出発 →
→フリータイム→高梁市観光交流センター（備中高梁駅前店）18:00迄

※料金に含まれるもの：レンタカー代・宿泊代

9/1～9/30期間の毎日

トヨタレンタリース岡山
（エコノミークラス）

朝食１回 ラ・フォーレ吹屋
１泊朝食・洋室

同行なし ２名

予約（前日迄）

レ
ン
タ
カ
ー

１
台
に
つ
き

お一人様（おとな） 旅行代金 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名利用の場合 16,800円 5,000円
３名利用の場合 13,500円 5,000円
４名利用の場合 13,800円 5,000円
こども同額（添い寝幼児は無料） 観光クーポン 付き

おすすめポイント

チャイルドシートを追加料金不要で
ご利用いただけます
６歳未満のお子様の乗車にはチャイルドシート
の使用が義務付けられています。6歳未満のお
子様が同乗される場合は、必ず予約時にお申し
出ください。9ヶ月未満の赤ちゃんのためのベ
ビーシートもご用意しております。

ETC・カーナビ全車標準装備
※ETCカード貸出 330円／1回

禁煙車をご用意致します
※喫煙車はご利用いただけません

高梁市観光協会オリジナル
さんじゅーろーの名水
お一人様に
１本プレゼント！

保険補償額（旅行代金に含む） ノンオペレーションチャージ
対 人 １名につき無制限（自賠責保険を含む）
対 物 １事故につき無制限（免責５万円）
車 両 １事故につき時価（免責５万円）
人身傷害 １名につき3,000万円まで
※免責補償制度を含みます。保険が適用される事故の場
合、自己負担額（免責：対物補償５万円、車両補償５万
円）の支払いが免除されます。

自走し予定の店舗に返却された場合/ご負担額２万円
自走し予定の店舗に返却されない場合/ご負担額５万円

トヨタレンタカー安心Wプラン
免責補償制度（旅行代金に含む）に加え、ノンオペレーション
チャージのお支払いが免除される新プラン。

加入料550円／24時間（別途加入が必要です）

対応シート 対象年齢 身長・体重（目安）

ベビーシート 生後9ヶ月位 100cm以下・9kg未満

チャイルシート 生後9ヶ月～4歳位 100cm以下・9～18kg未満

ジュニアシート 4歳～10歳位 100～135cm以下・15～32kg未満

募集広告コード：20220830

R007
日 帰 り

R008
日 帰 り

オプショナルプラン
夜の限定メニュー
木・金・土
17:00～21:00
20:30オーダーストップ

高梁国際ホテル
高梁国際ホテル
洋室ツイン ラ・フォーレ吹屋

ラ・フォーレ吹屋
洋室ツイン

※やくも13号・
16号は、9/2～4、
9～11、16～19、
22～25、30は運
転


