
日本遺産「『ジャパンレッド』発祥の地」
－弁柄と銅の町備中吹屋－

ラ・フォーレ吹屋
まるで木造校舎のような風情溢れる外観。自慢のお食事は地産地消をテー
マとして、料理長が心をこめてご用意しております。懐かしい風景の中で、
日常を忘れのんびりと風を感じる”自分時間”を愉しみませんか？

【日程】2022年7月16日～8月28日期間の金・土・日・祝
【利用交通機関】利用なし
【添乗員】同行しません
【食事】朝食１回・昼食０回・夕食１回
【宿泊】ラ・フォーレ吹屋（１泊朝食／洋室・和室）

【最少催行人数】２名／各日 ５室まで／各日

【旅行代金】お一人様につき（洋室定員２名・和室定員４名）
（おとな・小学生以上同額・添い寝の未就学幼児は無料）

お一人様 標準価格 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名１室の場合 18,000円 5,000円
３名１室の場合 17,000円 5,000円
４名１室の場合 16,000円 5,000円

ゲストハウスELEVEN VILLAGE 吹屋
「人と人のつながりを大切にしながら、大きなあったかい家族で、自給
自足しながら作る世界」岡山県高梁市の「ELEVEN VILLAGE」にはそ
れがあります。

【日程】2022年7月16日～8月28日期間の土・日・祝
【利用交通機関】利用なし
【添乗員】同行しません
【食事】朝食０回・昼食０回・夕食０回
【宿泊】ゲストハウスEV吹屋（１泊素泊／洋室・和室）

【最少催行人数】２名／各日

【旅行代金】お一人様につき（洋室・和室定員２名）
（例：おとな１名+小学生１名の場合）添い寝の7歳未満幼児は無料

お一人様 標準価格 おかやま旅応援割 お支払い実額
２名１室の場合 12,500円 割引対象外 割引対象外

【施設より】宿主の新型コロナ感染防止に関する考え方より、スタッ
フはマスクの着用をしておりません。お客様にもマスク着用など積極
的なコロナ感染防止対策を求めません。予めご了承願います。詳しく
はホームページやお電話でご確認ください。TEL：050-5435-0665

【施設より】新型コロナウイルス感染防止対策として、館内の定期的な
清掃・消毒、多数の方が触れる場所に対しての念入りな消毒、定期的な
換気、消毒液の設置等を実施しております。従業員はマスクの着用、検
温、手指のアルコール消毒などの徹底を周知しております。またお客様
にも予防対策のご理解とご協力をお願い申し上げております。

ぜ～んぶコミコミ吹屋宿泊パック

・宿泊代 いずれか

・バーベキュー夕食（ラフォーレ吹屋のみ）

・お楽しみ縁日屋台 ３回チャレンジ（おとな・こども）

・夏の昆虫採集体験

・べんがら染め体験
下町ふらっと10:30～16:00

・旧吹屋小学校入場券＆XR体験
「吹屋ノ赤ノ物語」ハイカラ眼鏡と秘密の授業
なぜここで「日本の赤」は生まれたのか

ラ・フォーレ吹屋１泊朝食

イレブンビレッジ１泊素泊

日程 時間 内容

１日目
午前・午後 フリータイム（イベントや観光をお楽しみください）

午後 各施設（チェックイン） 吹屋泊

２日目
午前 各施設（チェックアウト） 吹屋発

午前・午後 フリータイム（イベントや観光をお楽しみください）

（一社）高梁市観光協会 ATTa！

カブト虫採集体験9:00～14:00
採集用テントに入場し採集体験をお楽しみください。成
虫ペア１組をプレゼント！（ご注意）生体につき、実施
できない場合やペアにならない場合がございます。

４月２１日再オープン！ 最新XRクロスリアリティアトラクション稼働中！
NrealLight おかやま旅応援割の利用期間延長

◆利用期間：8月31日（水）（9/1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、広島県、香川県、徳島県、高知県
及び兵庫県の在住者。※愛媛県在住者は調整中。◆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。

７年に及ぶ保存改修工事を終えた旧吹屋小学校

二重折り上げ棹縁天井 復元された明治時代の教室
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PREMIUM PLAN

備中神楽とは
神々が留守になる十月、荒神の魂を鎮めるために始まった荒神神楽を起源とする「備中神楽」。その発祥の地が高梁市成羽町です。
観衆を興奮と感動の渦に巻き込んで展開する「備中神楽」は、この地域で最も代表的な伝統芸能です。
江戸時代末期に日名村（現在の高梁市成羽町）の神官をしていた西林国橋は、それまでの土俗的な荒神神楽に代わって、「古事記」
や「日本書紀」の神話に題材を求めた「神代神楽」を創案。それまでにないダイナミックでストーリー性豊かな神話劇は一気に人々
の心をとらえ、「備中神楽」の名を高める契機となりました。現在も備中地方全域で広く親しまれており、五穀豊穣を祈るために、
また、秋祭りのクライマックスを飾る庶民の娯楽として、夜を徹して舞われています。昭和31年岡山県重要無形民俗文化財に指定さ
れ、昭和54年には国の重要無形民俗文化財の指定を受けました。

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

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。

〈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）

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%

◆お客様による旅行契約の解除

高梁市観光協会チョイス
たかはしおみやげプレゼント！
※在庫状況により商品が入れ替わる場合があります

時 間 内 容

16:40 高梁観光交流センターご集合、送迎タクシーで武家屋敷へ

17:00 武家屋敷「埴原家」閉館後、入館

17:10 １組限定 備中神楽貸切公演

19:00 終演後、演者と写真撮影、送迎タクシーで夕食へ

19:20 日本料理魚富（夏季あゆ料理・冬季雲海鍋定食）

20:50 送迎タクシーで備中高梁駅へお送り 解散

※12月～2月は15:40ご集合 １時間早くスタート

【日程】7月１6日～12月28日期間の土・日・祝日
【利用交通機関】送迎タクシー（備北タクシー・ピオーネ交通）
【添乗員】同行しません 【食事】朝食０回・昼食０回・夕食１回
【宿泊】なし 【最少催行人数】４名
【定員】８名 ※ご参加人数は座席調整によりご相談に応じます。
【手仕舞】14日前迄受付
【旅行代金】

お一人様（おとな） 標準価格 おかやま旅応援割 お支払い実額
４名利用の場合 30,800円 5,000円
５名利用の場合 26,800円 5,000円
６名利用の場合 23,800円 5,000円
７名利用の場合 21,800円 5,000円
８名利用の場合 19,800円 5,000円

※こども250円引き 観光クーポン2,000円
おかやま旅応援割の利用期間延長・利用対象エリア拡大
◆利用期間：8月31日（水）（9/1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、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県及
び兵庫県の在住者。◆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。

日本料理 魚富
魚富の鮎は、岡山県の
三大河川のひとつ、高
梁川で育った鮎を使用
しております。高梁川
上流域は石灰岩の地帯
を流れており、カルシ
ウムを豊富に含んだ水
で育った特別な鮎です。
是非、ご賞味下さい。

高梁紅茶 白桃コンフィチュール 袋ゆべし

募集広告コード：20220714



（一社）高梁市観光協会観光プラン

特設有料観覧席で見る

備中たかはし松山踊り
【備中たかはし松山踊りとは…】
岡山県下３大踊りのひとつで、県下最大の規模を誇る「備中たかはし松山踊り」。期間中、ＪＲ備中高梁駅前は踊り一色に染まり
ます。踊り始めて３７３年の長い歴史と伝統を誇る松山踊りは、３つの踊りで構成されており「松山踊り（地踊り）」「仕組踊
り」「ヤトサ踊り」に分かれます。３日間通して踊られる「松山踊り（地踊り）」「ヤトサ踊り」は参加型の踊りで、誰でも踊り
の輪に入っていただけます。優雅な所作の松山踊り、軽快なリズムのヤトサ踊りと相反するイメージの踊りを交互に踊り続け、初
めて踊りに参加した人もたちまち虜になります。１５日のみに披露される「仕組踊り」は、武士が踊ったもう一つの松山踊りとも
呼ばれ、特定の踊り手が武士に扮し、刀や扇を手に、歴史的な出来事を題材に演劇風に踊られます。この３種類の踊りを合わせ
「松山踊り」とし、岡山県指定重要無形民俗文化財に指定されています。「備中たかはし松山踊り」は、高梁市が誇る夏の一大イ
ベントであり、大切な伝統文化です。

【日程】2022年8月14日（日）・15日（月）・16日（火）
【時間】19:00～21:30
【場所】高梁市観光交流センター
【定員】テーブル１台３名まで×５セット／各日
【代金】お一人様につき

高梁観光交流センター前に設置
特設有料観覧席（テーブル1台+イス3席）5セット
高梁市の夏の祭典「備中たかはし松山踊り」がJR備中高梁駅前の大通りで3
年ぶりに開催されます。ただし、19時から21時半に短縮、団体連参加の見合
わせ、参加者の検温やマスク着用を徹底、飛沫防止のため合いの手禁止等、
新型コロナ感染防止対策を講じます。
本来の松山踊りには及ばないまでも、備中高梁に息づく伝統を日本全国に知
らしめたい、足を運んでくださる来訪のお客様をもてなしたい思いから、特
設有料観覧席を設けます。3年ぶり開催に初めて試みる不安感と、完全開催
でない事情や、お席での飲食不可等のご不便を踏まえ、今回はお試しプラン
として取り組み、お客様の感想やご意見を基に品質向上に繋げ、来る完全開
催の年にしっかりとした企画商品に仕上げたいと考えております。

お試しプラン お試し価格

1テーブル
2～3名利用

料金に含まれるもの
・テーブル１台
・イス３席
・たかはしみやげ人数分

こちらの（一社）高梁市観光協会が企画した観光プランは、旅行商品ではなく、旅行契約の条件は適用されません。それぞれのプランに運営会
社を記載していますので、お申込みに際しては各社の取引条件をお客様自身でホームページ、電話等でご確認ください。

JR備中高梁駅

高梁市図書館

高梁市観光協会

高梁駅前交番

トヨタレンタリース岡山
備中高梁駅前店

特設有料席の目の前！
旭町交差点に備中たか
はし松山踊りの「やぐ
ら」が設置されます。

【お問い合わせ】高梁市観光協会 TEL：0866-22-2228
【ご注意】急な天候理由により開始時間が遅れる場合がござい
ます。また止むを得ない理由により急遽中止される場合、返金
はございませんが、お土産はお持ち帰りいただきます。お試し
プランにつき商品化に向けたアンケートにご協力ください。

（一社）高梁市観光協会観光プラン

特設有料観覧席で見る

備中たかはし松山踊り

2022年は「お試しプラン」
３年ぶり開催ながら、有料観覧席に

初めて挑戦します。十分なおもてなしに
は至りませんが、完全開催時には魅力的な
商品として販売するための準備と致します
ので、来訪者皆様方のご意見をお聞か
せ願います。お席での飲食不可、
合いの手禁止など諸則あり。

お座席での
飲食できません

ビューティー
サロンコジマ

ゆいまーる

玄武堂

高梁市観光協会チョイス！おみやげセット
高梁紅茶１パック、袋入り包みゆべし、
さんじゅーろーの名水（非売品）



【概要】
開催日：2022年1１月１９日（土）
会場：備中松山城本丸
定員：３０名様
代金：１５０，０００円NET
特典：椅子席（ツアーのお客様限定）

二重櫓特別拝観（ツアーのお客様限定）
条件：募集型企画旅行商品造成

山陽新聞への広告掲載
旧吹屋小学校入場

支援金：広告料支援６万円

【スケジュール】

スケジュールはご相談ください。備中松山城管理基準と照らし合わせご
要望に応じます。
※1）雨天時は天守１階で備中神楽ご観覧となります。
天守は手狭なため、神楽舞台の正面以外の配席となる場合がございま
す。予めご了承願います。

【旅行代金に含まれるもの】
備中松山城入場料・猫城主さんじゅーろーのお出迎え・
御城印・二重櫓特別拝観・休憩（高梁紅茶とゆべし）・観
光ガイド・椅子席・餅代・往復送迎バス１台（観光駐車場
～ふいご峠）・備中神楽（５～６演目約２時間）

こちらは（一社）高梁市観光協会が企画した観光プランです。提携する旅行会社へ卸す目的で造成しております。直接のお申し込みはお受けできま
せんのでご注意ください。提携する旅行会社が造成する募集型企画旅行へお申込みいただくとこでご参加いただけます。提携の旅行会社については、
（一社）高梁市観光協会でご紹介できますのでお問い合わせください。

備中松山城で
二重櫓特別公開と
備中神楽特別公演

天守が現存する日本唯一の山城

雲海シーズン到来

券売所

六の平櫓 五の平櫓南御門

本丸広場

神楽舞台

天守天守へ

観覧30席

13:00 観光駐車場 送迎バスでふいご峠へ

13:15 観光ガイドと合流し天守へ 徒歩約20分

13:40 高梁紅茶とゆべしでご一腹

14:00 二重櫓（重要文化財）特別拝観

14:20 天守（重要文化財）拝観

14:50 本丸広場で備中神楽特別公演 ご観覧（※１

16:50 演者と記念写真など

17:00 観光ガイドとふいご峠へ 徒歩20分

17:30 送迎バスで観光駐車場へ

17:45 到着後、解散

備中松山城で
二重櫓特別公開と
備中神楽特別公演


