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吹屋
高梁

新アトラクション登場！
SDG’sなEVモビリティ

◆運営会社：(株)備中屋
◆運営会社：高梁市観光協会

吹屋EVトライクス
■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トライクス 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）

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
吹屋

実証運行 直行バス
岡山空港～高梁～吹屋

運営会社：
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：※10/30より新ダイヤ

■代金：無料（実証運行）
■申込先：備北バス 0866-48-9111

ご案内）予約優先。空席あれば、当日乗車も可能です。

高梁 備中松山城観光乗合タクシー
運営会社：
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
運営会社：
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。当日までお
問い合わせ可。発生手配により回答致します。

吹屋
吹屋べんがら染め体験
べんがらステンシル体験

運営会社：
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

運営会社：
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。

成羽 備中神楽鑑賞プラン
運営会社：
成羽社

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。

現存天守12城の中で唯一の山城『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－

（一社）高梁市観光協会（岡山県）観光プラン

★

岡山空港 ※09:5015:30
↓ ↑

備中高梁駅 ※10:5014:30
↓ ↑

吹屋 ※11:5013:30

吹屋ふるさと村ラッピング

※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

※備中神楽イメージ

※直行バスイメージ
吹屋ふるさと村ラッピング

高梁
おどろきのコスパ！
期間限定レンタカープラン

◆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
■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

■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

特別価格

⇨20,900円

●超小型電気自動車
C+pod ６時間迄

特別仕様
べんがら色

予約サイト→

高梁 高梁農業体験
運営会社：
やまびこ市場

たまねぎ植え付けと冬野菜の収穫体験
地元野菜をふんだんに使った昼食と収穫野菜のおみや
げプレゼント！
■11/13（日）・11/20（日）・11/27（日）
■松原やまびこ市場 10:00
■おとな2,980円 こども1,500円 先着10名程度
■申込先：高梁市観光協会 0866-22-2228

ご案内）雨天が予想される場合前日に中止連絡をする場合がご
ざいます。急な雨天で作業が一時停止する場合がございます。

（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/

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。

広告コード：20221018

吹屋 吹屋花めぐり
運営会社：
花めぐり実行委員会

■開催期間：2022年10月29日（土）～11月6日（日）
■観覧時間：10:00～16:00
■会場：旧吹屋小学校・旧片山家住宅・高草八幡神社
■観覧料金：各施設ごとの入場料

（旧吹屋小学校600円・旧片山家住宅500円）
■関連イベント
①江木敦人による生け花デモンストレーション

10/29（土）旧吹屋小学校 10:00
②ライトアップ「吹屋花灯り」

10/29（土）・11/5（土） 18:00～20:00
■主催：花めぐり実行委員会（加藤）090-3696-9459

吹屋 吹屋写生大会
運営会社：
旧吹屋小学校

7年の保存修理工事を終えてよみがえった旧吹屋小学
校や、吹屋ふるさと村をテーマにした写生大会を開催
します。絵になる吹屋、描きたくなる吹屋。
■2022年10月1日（土）～31日（日）
■旧吹屋小学校・吹屋ふるさと村を主体とした自由画
■画用紙は四つ切りサイズ（油絵は10号以下）
■旧吹屋小学校で応募キット購入1,800円（千円券付）
■応募キットの参加券を張り付けて旧吹屋小へ提出
■入賞作品は旧吹屋小学校と高梁市成羽美術館で展示
■協力：高梁市教育委員会・高梁市成羽美術館
■お問い合わせ：旧吹屋小学校 0866-29-2811

◆備中高梁へは便利なJRでおでかけください。

高梁 雲海展望台観光乗合タクシー
運営会社：
備北タクシー(株)

◆展望台から雲海に浮かぶ備中松山城を鑑賞
お一人様（往復）3,000円 前日予約

■期間限定 10/1～3/31 早朝２便
■行程 備中高梁駅前（7:30発/8:00発）→展望台（雲

海見学）→備中高梁駅前（8:40頃着/9:10頃着）
■申込先：高梁観光案内所 0866-22-8666  前日17時迄

ご案内）天候により雲海が見られない場合がございますので、
予めご了承ください。所要時間約７０分。

高梁 小堀遠州の世界2022
運営会社：
同実行委員会

◆頼久寺ガーデンコンサート 入場無料４０名
10/29（土）18:30～ 頼久寺（庭園をライトアップ）
ヴァイオリン樋口利歌ソプラノ幸坂優衣ピアノ青木彩絵子

◆第２６回遠州茶会
11/6（日） 頼久寺 要お茶券 2,000円
遠州公顕彰法要・茶筅供養 9:00
／お茶会9:30～3:30
席主 遠州流茶道岡山支部・表千家平松宗美社中
■お問い合わせ 頼久寺0866-22-3516


