
吹屋
高梁

新アトラクション登場！
SDG’sなEVモビリティ

観光プラン
◆運営会社：(株)備中屋
◆運営会社：高梁市観光協会

吹屋EV_TRIKES
■営業時間：9:00～16:00
■料金：グランドオープン記念
■１台2,000円～４台7,400円
■申込先：吹屋EV_TRIKES 070-7667-5196

高梁EVトライク&スクーター
■営業時間：9:00～17:00
■料金：オープン記念特別価格
EVトライク 90分1,500円／4時間2,500円
EVスクーター 90分1,000円／4時間2,000円
■申込先：高梁市観光協会 0866-22-2228

共通のご案内）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無い場合は貸出はで
きません。またその場合も所定の取消料を申し受けます。当日受付可能（予約優先）

高梁 おどろきのコスパ！
期間限定レンタカープラン

観光プラン
◆運営会社：トヨタレン
タリース備中高梁駅前店

備中高梁駅前店限定
■期間：6/1～12/26（7/22-8/31・9/17-25を除く）
■営業時間：9:00～18:00
●C3：プリウス・プリウスアルファクラス48時間
通常価格
24,200円
●W2：ノアクラス 48時間
通常価格
38,500円
●夏休みスペシャル【7~9月】
超小型電気自動車(EV)C+pod６時間
■申込先・お問い合わせ：
トヨタレンタリース岡山備中高梁駅前店 086-246-0100またはご来店
共通のご案内）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無い場合は貸出はでき
ません。またその場合も所定の取消料を申し受けます。表示価格は免責を含みます。安心Wプラ
ンは別途加入が必要です。お支払いは、ご本人名義のクレジットカードに限ります。

特別価格

⇨10,000円 吹屋EV_TRIKESイメージ吹屋EV_TRIKESイメージ

高梁観光交流センター
EVレンタルイメージ
高梁観光交流センター
EVレンタルイメージ

高梁 お試しプラン 備中たかは
し松山踊り特設有料観覧席

観光プラン
高梁市観光協会

岡山県下３大踊りのひとつで、373年の伝統と県下最
大の規模を誇ります。岡山県指定重要無形文化財。感
染防止対策を施し３年ぶりの開催。全国のお客様へ
PRする一歩として有料観覧席をお試しプランで販売。

■日時：8/14(日)・15(月)・16(火) 19:00～21:30
■場所：高梁観光交流センター前
■対象：高梁市外在住者
■定員：最大15名／日
■代金：1,500円
■内容：観覧席１組
（テーブル１台+イス３席）
・たかはしおみやげセット
■申込先：高梁市観光協会 0866-22-2228
ご案内）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むけたアンケートにご協力ください。

高梁
吹屋

実証運行 直行バス
岡山空港～高梁～吹屋

観光プラン
備北バス(株)

日本遺産と歴史文化を発信する旧吹屋小学校が開校す
るなど、観光地として可能性を秘めている吹屋。公共
交通機関による往来の便を補い、大都市圏とインバウ
ンドから誘客を図る直行バスを運行します。

■運行期間：7/22～11/20の金土日祝と8/15
■運行区間：岡山空港～備中高梁駅～吹屋
■運行時間：（１日１往復）

■代金：無料（実証運行）
■申込先：備北バス(株)0866-48-9111

ご案内）予約優先。アンケートにご協力ください。

高梁 備中松山城観光乗合タクシー 観光プラン
備北タクシー(株)

◆お城へ直行！お一人様（片道）800円 前日予約

■申込先：高梁観光案内所 0866-22-8666  前日17時迄
ご案内）ふいご峠は8合目付近の駐車場で一般の車両が上がる
ことのできる終点です。ふいご峠から天守は徒歩20分程度です。

備中高梁駅前発
⇒ふいご峠行

（8合目）

09:50
11:20
12:50
14:20

ふいご峠発
（8合目）

⇒備中高梁駅前行

11:40
13:10
14:40
16:10

高梁吹屋 高梁・吹屋観光ガイド 観光プラン
高梁市観光協会

◆高梁市観光ガイド会
１名につき ２時間 3,000円／延⾧１時間毎1,000円
■申込先：高梁市観光協会高梁支部 0866-21-0461
◆吹屋観光ガイド
１名につき ２時間 3,000円／延⾧30分毎500円
■申込先：高梁市観光協会吹屋支部 0866-29-2205
ご案内）ご予約は一週間前までにお願い致します（高梁）。当
日までお問い合わせ可。発生手配により回答（吹屋）。

吹屋 吹屋べんがら染め体験
べんがらステンシル体験

観光プラン
下町ふらっと

べんがらの絵の具を使って、気軽に旅の思い出を手作
りしませんか！体験時間は１５分～作業はとても簡単
で、大人も子どももみんなで楽しめます！当日お持ち
帰り可能です！

■時間：10:30～16:00（不定休）
■場所：下町駐車場前
■体験：事前予約制
■代金：染め物により
・コースター 800円
・ハンカチ 1,800円
・手ぬぐい 2,000円
・ランチバック 2,500円
・ストール 4,000円
■申込先：高梁市観光協会 0866-22-2228

ご案内）体験中に発生した事故、服の汚れ、作品の失敗などに
関しては一切い責任を負いかねます。グループ・学校団体様も
お受けできます。事前にご相談ください。

吹屋 旧吹屋小学校 NrealLight
クロスリアリティ(XR）体験

観光プラン
旧吹屋小学校

MRグラス（ハイカラ眼鏡）をかけると、現実世界に
3DCGを投影した複合現実の世界が広がります。先進
技術を駆使して日本遺産「ジャパンレッド発祥の地」
のストーリーや学校の歩みを高梁ゆかりのお笑いコン
ビが解説して楽しく学ぶことができます。

■時間：10:00～16:00
■場所：旧吹屋小学校
■代金：XR体験1,000円
別途入場料が必要です
おとな500円/こども250円
■申込先：旧吹屋小学校

0866-29-2811

ご案内）入場料精算の際に、XR体験をお申し出ください。混
雑時はお待たせする場合がございます。最少受付人員１名。所
要約1時間。

有漢 高梁ぶどう狩り体験 観光プラン
(株)有漢観光

◆ニューピオーネ狩り 2,000円
９月中旬～10月中旬 10:00～15:00
農園で食用１房＋お持ち帰り用１房
◆シャインマスカット狩り 3,800円
10月中旬～11月上旬 10:00～15:00
農園で食用１房＋お持ち帰り用１房
■申込先：高梁市観光協会0866-22-2228
ご案内）時期にり収穫体験のぶどう品種が異なります。少雨時
は⾧靴のご用意をお勧めします。不定休につき要問い合わせ。

布寄 旧布寄小学校夏の昆虫採集 観光プラン
社会福祉法人PPP

カブト虫採集体験 9:00～14:00当日受付可能
■7月16日～8月30日 水木曜日を除く（7/21・8/11営業）
■１組1,800円（入場+成虫ペア１対）
■追加販売800円（成虫ペア１対虫カゴ付）
■申込先；PPP 0866-29-3337

allstars-fuyori@3flower.jp
ご案内）安全の為カブト虫本来の活動時間（夜間）ではない日
中での採集体験となります。虫かごのご持参をお勧めします。
ご注意）生体につき、実施できない場合やペアが揃わない場合
がございます。事前にお問い合わせください。

高梁 お茶摘みと
釜炒り茶づくり体験

観光プラン
松原町やまびこ市場

緑茶として親しまれている茶葉“やぶきた”は、静岡県
で在来種から選抜された茶木で、海外品種の紅茶より
渋みが少なく日本人好みの香りと味により国内に広ま
りました。お茶摘みをして釜炒り茶づくりの工程を、
茶の香り味とともにお楽しみいただきます。
〈茶摘み〉茶葉の新芽を１芯２葉～３葉を摘み取る
〈釜炒り〉摘んだ茶葉を手で揉んだり釜で炒ったりを

繰り返してカラカラにしてお茶にします

■5月中下旬（一番茶）・7月中下旬（二番茶）
8月下旬～9月上旬（三番茶）

■参加費用2,000円
（指導・茶畑使用料を含む）
■体験時間は①10:00～12:00
②13:00～15:00 １日２回
（１回当たり10名目安）
■お問い合せ：松原町やまびこ市場090-9502-6985
■申込先：高梁市観光協会0866-22-2228（前々日正午迄）

ご案内）天候や茶葉の状況により内容・時間が変更になる場合が
あります。当日は、⾧靴・⾧袖・帽子・タオル等ご用意下さい。

高梁 お茶摘みと
高梁紅茶づくり体験

観光プラン
松原町やまびこ市場

1日目〈茶摘〉茶葉の新芽１芯２葉～３葉を摘み取る
〈萎凋〉風を当て茶葉の水分を60～70％にする

2日目〈揉捻〉萎凋した茶葉を30～60分間揉み込む
〈醗酵〉湿度95％以上、温度25～30℃で60～90

分醗酵する
〈乾燥〉水分を飛ばし茶葉がパリパリになるま

で繰り返す

■5月中旬（一番茶）・7月中下旬（二番茶）
8月下旬～9月上旬（三番茶）

■参加費用3,000円（指導・
茶畑使用料・材料代を含む）
■体験時間は①10:00～12:00
②13:00～15:00 １日２回
（１回当たり10名目安）
■お問い合わせ：松原町やまびこ市場090-9502-6985
■申込先：高梁市観光協会0866-22-2228（前々日正午迄）

ご案内）天候や茶葉の状況により内容・時間が変更になる場合が
あります。当日は、⾧靴・⾧袖・帽子・タオル等ご用意下さい。

成羽 備中神楽鑑賞プラン 観光プラン
備北バス(株)

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備中神楽は発祥の
地が高梁市成羽町です。
■高梁市内で公演可能（会場費別）
■料金（２時間５～６演目）77,000円
■申込先：高梁市観光協会 0866-22-2228 14日前受付

ご案内）10月は農繁期につき週末は特にお手配が困難です。会
場（天井高）により演目が限られる場合がございます。

吹屋 吹屋ボンネットバス運行 観光プラン
備北バス(株)

岡山デスティネーションキャンペーン期間中、昭和42
年のレトロなボンネットバスが吹屋の町並みを走りま
す！約10分の乗車体験をお楽しみいただけます。

■2022年7月～9月の日曜日
■12:30～15:00（30分に１本）
■千枚駐車場発着 ■無料
■お問い合わせ：高梁市観光協会吹屋支部 0866-29-2205
ご案内）予約不要。定員20名。バスのメンテナンスにより運行
できない場合は運休となります。

雲海に浮かぶ『備中松山城』と日本遺産「ジャパンレッド」発祥の地－弁柄と銅の町・備中吹屋のある町

TakahashiTrip
周遊プランにも追加して
お楽しみください

（一社）高梁市観光協会（岡山県）観光プラン

★

★更に！ガソリン代割引
７～９月キャンペーン
備中高梁駅前店限定
高梁市内の店舗が発行する
レシートをご持参いただくと
ガソリン代を割引致します！

買物レシート1,000円
食事レシート2,000円
宿泊レシート5,000円

特別価格

⇨20,900円

特別仕様
べんがら色

岡山空港 9:00 15:30
↓ ↑

備中高梁駅 10:0014:30
↓ ↑

吹屋 11:0013:30

吹屋ふるさと村ラッピング

※備中松山踊りイメージ

※旧吹屋小学校XR体験「吹屋
ノ赤ノ物語」イメージ

※べんがら染め体験イメージ

※高梁茶摘みイメージ

※高梁紅茶づくりイメージ

※ボンネットバス
イメージ

※備中神楽イメージ

※ぶどう狩りイメージ

※採集体験イメージ

※直行バスイメージ
吹屋ふるさと村ラッピング



（一社）高梁市観光協会 TEL：(0866)-22-2228 E-MAIL： takahashivisitorscenter@gmail.com
〒716-0039 岡山県高梁市旭町1335-7 ◆営業時間／9:00～17:30 ◆http://www.takahasikanko.or.jp
◆高梁観光交流センターホームページ https://www.takahashivisitorscenter.com/ 広告コード：20220707

◆お客様による旅行契約の解除

大ちゃん
0866-22-5338

昼：11:30～14:00
夕：17:00～22:30
休：水曜日

CAFE REST CHATEAU
0866-22-1008

平日:11:00～18:30
土日祝:8:30～18:30
休：不定休

高梁ほっとカフェ
080-9799-7006

昼：11:00～16:00
夕：17:00～21:00
休：水曜日

広島風お好み焼き バケツパフェが有名 高梁市の食材を使ったカレー・クレープ等
そば肉玉 600円
スペシャルそば入り 870円
大ちゃん焼き 500円
ホルモン丼 720円
カキとん平焼き 500円

など

本日のお昼ごはん 880円
雲海オムライス 890円
カレー＆グランタン 680円
CHATEAUパフェ 780円
バケツパフェ など

高梁ほっとカレー 700円
ほっとフォー 700円
高梁産ストロベリーシェイク

400円
高梁紅茶ロイヤルミルク
ティーシェイク 400円

など

高梁国際ホテル
0866-21-0080

昼：11:00～14:00
夕：17:00～21:00
休：日曜日夜

百花
0866-56-1400

昼：11:00～17:30
夕：営業なし
休：木曜・日曜日

花のれん
0866-22-0771

昼：11:00～14:00
夕：17:00～22:00
休：水曜・日曜夜

旬の食材を使ったちょっとリッチなランチ 菌活ランチがおすすめ！ おきがる定食膳あり
ビーフカレー 1,350円
松山膳 2,500円
岡山寿司 1,800円
アラカルトランチ 2,300円
ヘルシーランチ 2,300円
夜限定折衷膳 3,500円

など

菌活ランチ 1,000円
柚子みそチキンカツプ
レート 1,000円
ふわとろオムハヤシ

800円
など

定食膳 1,000円
味のたまて箱 1,800円
花のみやび膳 2,500円
花遊膳 5,000円

など

魚富
0866-22-0365

昼：11:00～14:00
夕：17:00～22:00
休：月曜日夜

割烹う乃
0866-22-0080

昼：11:00～14:00
夕：17:00～22:00
休：日曜日

日本料理朝日堂
0866-45-3014

昼：11:30～13:30
夕：17:00～21:30
休：日曜日夜

魚屋直営だから新鮮で美味しい魚料理 老舗の居酒屋 備中の恵まれた環境で育まれた食材の数々
並みにぎり 1,250円
ばら寿司 870円
夏の鮎会席 4,400円

など

海鮮漬け丼 850円
柚子みそかつ丼 850円
かつ丼 800円
天丼 800円

など

日替り定食 1,100円
お子様ランチ 550円
鰻丼定食 1,100円

など

割烹 茶房島木川
0866-29-2226

昼：11:00～14:00
夕：17:00～21:00
休：月曜日

元仲田邸くらやしき
0866-29-2118

昼：予約制
夕：予約制
休：月曜日

古民家cafe茶蔵
sakura 0866-29-2300

昼：10:00～15:00
夕：営業なし
休：日・月・火

旬の魚が味わえます。 あったかいお母さんたちの宿 里山を丸ごと味わっていただく
おまかせ弁当 1,000円
からあげ弁当 1,000円
とりのにんにくかつ弁当

1,000円
など

《予約制》
彩り御膳 3,850円
季節の箱御膳 2,200円
松花堂弁当 1,650円

など

濃厚チーズケーキ 500円
ショコラケーキ 400円
オリジナル
ソフトクリーム 400円～
贅沢珈琲 400円

など

紅や
090-2001-7202

昼：11:30～13:35
夕：17:00～21:35
休：金曜日

喫茶楓
090-7901-9751

昼：11:30～16:30
夕：営業なし
休：水曜・不定休

ラ・フォーレ吹屋
0866-29-2000

昼：12:00～13:30
夕：営業なし
休：不定休

かやぶき屋根のレトロな一軒家カフェ サイフォンで入れる本格コーヒーと手作りパスタ 旬の食材をご用意した御膳を味わえる
べんがらカレー 800円
ブレンドコーヒー 450円
アイスコーヒー 500円
高梁紅茶 500円
ふきやまコーラ 450円

など

スパゲティ 700円
コーヒー 400円
抹茶（お菓子付） 500円
ぜんざい（吉備団子入）500円

など

松花堂ご膳 1,100円
備中ご膳 2,200円
千屋牛ご膳 3,300円
岡山牛会席 5,500円
千屋牛会席 6,600円

など

町家ステイ吹屋
Cafe燈0866-29-3050

昼：11:00～14:00
夕：営業なし
休：火～木曜日

黄色い台所
070-5073-4184

昼：11:00～14:00
ｶﾌｪ：14:00～17:00
休：月・火曜日

松栄館
0866-29-2222

昼：10:00～16:00
夕：営業なし
休：不定休

古民家で味わえる野菜が主役のランチ 本格こだわりカレーとクレープ 吹屋ふるさと村の散策の合間に
日替わりランチ 1,200円
珈琲・カフェオレ 500円
高梁紅茶 500円
季節のジュース 500円
本日のケーキ 500円
ケーキセット 900円

お肉のカレーセット
1,300円

ベジタリアンカレー
1,000円

クレープ各種 400円

かき揚げ丼 800円
山菜そば 700円
かき揚げそば 700円
だんごチョコアイス 600円
ベンガラフロート 650円

など

高梁地区食事施設 吹屋地区食事施設

ご注意）表面各表右上欄に記載の観光プランは、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、ご不明な点は各社の取引条件等お客様自身でホームページ、電話等でご確認ください。

※団体受入可能※団体受入可能

※団体受入可能 ※団体受入可能

※団体受入可能※小グループ受入可能

※小グループ受入可能

※団体受入可能

※小グループ受入可能

旧吹屋小学校イベント
バーチャルお化け屋敷

旧吹屋小学校イベント
プールサイドビアガーデン

旧吹屋小学校イベント
科学の時間 サイエンスショー

夏休み期間中
リタイヤ続出！激ヤバ
な学校の怖い話を、VR
でお化け屋敷体験！

夏休み期間中
旧吹屋小学校プールサイ
ドにてライブ演奏も加え
ビアガーデンを開催

夏休み期間中
米村でんじろうサイエン
スプロダクションによる
サイエンスショー


