
スケジュール日次 食事

1

2

JR備中高梁駅10:30―△備中鐘乳穴（約500万年前大陸変動時の鍾乳洞）―
○北房ほたる庵（古民家を再生した地域コミュニティと地産地消昼食）…△里山里
海交流館 しんぴお（渚の交番プロジェクト・里山里海がテーマの体験型学習施設）―
ふいご峠※1…△備中松山城（現存天守の残る唯一の山城）…ふいご峠―高梁市内（泊）
16:30頃　夕食は、魚富／土井鮮魚店（雲海鍋をご賞味ください）

ホテル8:00（朝食後出発）＝〇雲海展望台※２―△井倉洞（探検気分！全長
1,200mの巨大鍾乳洞）―△満奇洞（与謝野晶子が絶賛した幻想的な鍾乳洞）―
食源の里 祥華（千屋牛炙り焼きローストビーフ丼）―○吹屋ふるさと村（赤銅色の
石州瓦とベンガラ色の町並み・岡山県指定重要文化財△旧吹屋小学校）―羽山渓谷
経由―JR備中高梁駅16:30

朝：×

昼：○

夕：○

朝：○

昼：○

夕：×

スケジュール日次 食事

1

2

JR備中高梁駅8:50ー○白菊酒造見学ー○吹屋ふるさと村（赤銅色の石州瓦とベ
ンガラ色の町並み・岡山県指定重要文化財△旧吹屋小学校）（ＣＡＦＥ燈にて昼食）ー
○domaine tetta(ワイン）ー◎大佐アーリーモーニング（紅茶試飲）ー○落酒造場
見学ー北房ICー湯原ICー湯原温泉（泊）17:30頃着（発酵食を使った夕食）

湯原温泉8:30ー○GREENable HIRUZEN（隈研吾設計のパビリオン見学・買い物）ー
○ひるぜんワイナリーー○ラッテバンビーノ（チーズ）ー御前酒蔵元辻本店（西蔵にて
昼食）※美作ビアワークス・河野酢味噌醤油も販売ー○三光正宗見学ー○ＪＡあしん広場
（買物）ーJR新見駅16:30頃着

朝：×
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：×

※１）観光タクシー利用時は、登山整理バス運行の場合でも、ふいご峠へ直接乗り入れが可能です。
※２）1～3月の雲海発生は、最も高い１０月下旬～１２月上旬に次ぐショルダーシーズンです。天候条件により発生しない場合がございます。

※観光施設が休館になった場合は、ご相談の上、スケジュールを変更する場合もございますので、予めご了承ください。

満奇洞雲海鍋のご夕食

備中松山城雲海展望台
雲海に浮かぶ備中松山城

◎入場観光　◯下車観光　△オプション観光

◎入場観光　◯下車観光　△オプション観光

■旅行代金
・観光タクシープラン利用時は、各モデルコースを小型または中型タクシーが運行した貸切タクシー代金が含まれます。
・レンタカープラン利用時は、２日間のレンタカー代金が含まれます。（備中高梁駅～新見駅間の乗車手数料込み）
・こども旅行代金は、おとなと同額となります。
・「３市で取り組む誘客助成金」および「おかやまハレ旅応援割」の対象期間外または補助金予算枠が満額なり
ましたら、補助金適用前の旅行代金となります。

■旅行代金に含まれるもの
・観光タクシープラン／最終旅程表記載のタクシー
代金、宿泊代、食事代、ドライバー諸費用

・レンタカープラン／２日間の基本レンタカー料金（ト
ヨタレンタカー・エコノミークラス料金、基本保険
料を含む）、最終旅程表記載の食事代、宿泊代

■旅行代金に含まれないもの
・各モデルコース記載の△オプション観光の入場料、拝観
料及び、有料道路代、駐車代はお客様負担となります。

・旅行中に、お客様の都合で使用されなかったクーポン券
類の払戻しは一切できませんので、予めご了承ください。

お客様へ
共通のご案内　

※写真は全てイメージです。※「３市連携で取り組む誘客助成金」：各市の定める条件によって助成金額が異なりますので、予めご了承ください。

真庭市・高梁市・新見市 ３市連携観光ツアー ワクチン・検査
パッケージツアー

◆利用交通機関：観光タクシープラン（備北タクシー・ピオーネ交通）
　　　　　　　  レンタカープラン（トヨタレンタリース岡山備中高梁駅前店）
◆添乗員：同行しません　◆食事：朝１回・昼２回・夕１回　◆宿泊：高梁国際ホテル（１泊朝食付・洋室利用）
◆最少催行人員：２名　◆旅行代金（３市観光連携補助金・おかやまハレ旅応援割を適用する場合は旅行者支払額）

上記コース
共通のご案内

観光タクシープラン レンタカープラン
ご利用人数
２名利用の場合
３名利用の場合
４名利用の場合

標準価格（お一人様）
３６，０００円
３２，０００円
３３，０００円

３市で取り組む誘客助成金
9，０００円
9，０００円
9，０００円

おかやまハレ旅応援割（宿泊）
3，０００円
3，０００円
3，０００円

旅行者支払額（お一人様）
２4，０００円
20，０００円
21，０００円

ご利用人数
２名利用の場合
３名利用の場合
４名利用の場合

標準価格（お一人様）
６８，０００円
５３，０００円
４８，０００円

３市で取り組む誘客助成金
9，０００円
9，０００円
9，０００円

おかやまハレ旅応援割（宿泊）
3，０００円
3，０００円
3，０００円

旅行者支払額（お一人様）
５6，０００円
41，０００円
36，０００円

◆利用交通機関：観光タクシープラン（落合タクシー・真賀観光） 
◆添乗員：同行しません　◆食事：朝１回・昼２回・夕１回　◆宿泊：湯快感 花やしき（１泊２食付）
◆最少催行人員：２名　◆旅行代金（３市観光連携補助金・おかやまハレ旅応援割を適用する場合は旅行者支払額）

上記コース
のご案内

ご利用人数
２名利用の場合
３名利用の場合
４名利用の場合

標準価格（お一人様）
90，０００円
68，9００円
58，3００円

３市で取り組む誘客助成金
3，5００円
3，5００円
3，5００円

おかやまハレ旅応援割（宿泊）
3，０００円
3，０００円
3，０００円

旅行者支払額（お一人様）
83，5００円
62，4００円
51，8００円

鍾乳洞と雲海を楽しむ自然派旅

10種の発酵を巡る観光タクシーの旅

１泊２日

１泊２日

◆期間：２０２3年１月11日㈬～3月31日㈮（日・月・火曜日出発を除く毎日）

◆期間：２０２3年１月20日㈮～3月31日㈮

猫城主
さんじゅーろー

吹屋ふるさと村　

吹屋ふるさと村　

GREENable
HIRUZEN
「風の葉」

真庭の発酵食

旧吹屋小学校

観光タクシープラン

【宿泊施設】 湯快感 花やしき

【宿泊施設】

高梁国際
ホテル

※イメージ

企画・実施：（一社）真庭観光局

企画・実施：(一社)高梁市観光協会

※真庭・高梁・新見の各市よりプレゼントあり！！※真庭・高梁・新見の各市よりプレゼントあり！！

※真庭・高梁・新見の各市よりプレゼントあり！！

おかやまハレ旅応援割（全国旅行支援）・観光クーポン券
平　日

おとな・こども 2，０００円
休　日

おとな １，０００円／こども （～2月）2，０００円、（3月～）1，０００円

おかやまハレ旅応援割（全国旅行支援）・観光クーポン券
平　日

おとな・こども 2，０００円
休　日

おとな １，０００円／こども （～2月）2，０００円、（3月～）1，０００円



※参加条件
三宅製菓・ヒルゼン高原センター・大佐アーリーモーニングへ必ずお立ち寄りください。

スケジュール日次 食事

1

2

JR備中高梁駅11：00発―△頼久寺―○三宅製菓―昼食はボリューム満点「朝日堂」
―△吹屋ふるさと村（赤銅色の石州瓦とベンガラ色の町並み・岡山県指定重要文化財
△旧吹屋小学校）―○MSファーム（キャビアの試食）―新見市内（泊）17:20頃着  
夕食は、伯備にて千屋牛＆キャビア（A級グルメ）料理をご賞味ください。

ホテル8:30発―※△道の駅がいせん桜新庄宿―○GREENableHIRUZEN―
「トラッタリア・ケナル」（昼食はイタリアン）―○ひるぜんワイナリー―○ヒルゼン
高原センター（プレゼントあり）―○「アーリーモーニング」（紅茶＆ケーキセットを！）
―JR新見駅16:20頃着

朝：×
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：×

スケジュール日次 食事◎入場観光　◯下車観光　△オプション観光◎入場観光　◯下車観光　△オプション観光

1

2

JR備中高梁駅10:00～ （レンタカー利用／自由行動・）
※〇高梁市成羽・三宅製菓へお立ち寄り（プレゼントあり）　新見市内（泊）
夕食は、伯備にて千屋牛＆キャビア（A級グルメ）料理をご賞味ください。

ホテルにて朝食後、自由行動　（レンタカー利用）
※〇ヒルゼン高原センターへお立ち寄り（プレゼントあり）
※〇大佐アーリーモーニングへ立ち寄り（プレゼントあり）

JR新見駅前にレンタカー返却 (～18:00)

夕：○

朝：○

※観光施設が休館になった場合は、ご相談の上、スケジュールを変更する場合もございますので、予めご了承く
ださい。

アーリーモーニング 千屋牛とキャビア（A級グルメ）のご夕食

３市周遊 Ａ級＆Ｂ級グルメツアー
※写真は全てイメージです。

■お申込み＆お問い合わせ

各社

各社

各社
各社

各社

各社
各社

各社

各社

各社

各社

各社

◆利用交通機関：観光タクシープラン（クラタク・妹尾タクシー） 
　　　　　　　  レンタカープラン（トヨタレンタリース備中高梁駅前店または新見駅前店）
◆添乗員：同行しません　◆食事：観光タクシープラン 朝１回・昼２回・夕１回／レンタカープラン 朝１回・夕１回
◆宿泊：新見グランドホテル みよしや（１泊朝食付・洋室利用）　◆最少催行人員：２名　

上記コース
共通のご案内

観光タクシープラン

おかやまハレ旅応援割（全国旅行支援）・観光クーポン券
平　日

おとな・こども 2，０００円
休　日

おとな １，０００円／こども （～2月）2，０００円、（3月～）1，０００円

レンタカープラン

ご利用人数
２名利用の場合
３名利用の場合
４名利用の場合

標準価格（お一人様）
３4，０００円
３3，０００円
３2，０００円

３市で取り組む誘客助成金
4，5００円
4，5００円
4，5００円

おかやまハレ旅応援割（宿泊）
3，０００円
3，０００円
3，０００円

旅行者支払額（お一人様）
26，5００円
25，5００円
24，5００円

ご利用人数
２名利用の場合
３名利用の場合
４名利用の場合

標準価格（お一人様）
86，０００円
71，０００円
62，０００円

３市で取り組む誘客助成金
5，5００円
5，5００円
5，5００円

おかやまハレ旅応援割（宿泊）
3，０００円
3，０００円
3，０００円

旅行者支払額（お一人様）
77，5００円
62，5００円
53，5００円

１泊２日
◆期間：２０２3年１月20日㈮～3月31日㈮（土・日曜日出発を除く毎日）

新見グランド
ホテル みよしや

キャビア

真庭市
高梁市
新見市

※イメージ

10種の発酵を巡る観光タクシーの旅
旅行企画・実施：（一社）真庭観光局　
岡山県知事登録旅行業第2-367号
〒717-0013　岡山県真庭市勝山654

TEL:0867-44-1100

鍾乳洞と雲海を楽しむ自然派旅
旅行企画・実施：(一社)高梁市観光協会
岡山県知事登録旅行業第3-415号
〒716-0039　岡山県高梁市旭町1335-7

TEL:0866-21-0461

３市周遊 Ａ級＆Ｂ級グルメツアー
旅行企画・実施：（一社）新見市観光協会

岡山県知事登録旅行業地域限定424号
〒718-0017　岡山県新見市西方472-10
TEL:0867-72-1177

企画・実施：（一社）新見市観光協会

※真庭・高梁・新見の各市よりプレゼントあり！！ ※真庭・高梁・新見の各市よりプレゼントあり！！

募集型企画旅行実施可能区域／新見市・真庭市・高梁市（岡山県）・
庄原市（広島県）・日野郡日野町・日南町（鳥取県）

2

1令和 5

各社

各社

◉旅行申込の際の個人情報について

ア各社は、旅行申込みの際に提出された申込
書に記載された個人情報について、お客様
との間の連絡のために利用させていただく
ほか、お客様がお申し込みいただいた旅行
において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿
泊機関等については各スケジュール表に記
載されています。）の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のための手
続（以下「手配等」といいます。）に必要な
範囲内で利用させていただきます。
　※このほか、各社では、将来、よりよい商
品の開発のため、各社の商品のご案内をお
客様にお届けするために、下記の目的で個
人情報を利用させて頂くことがございます。 
［1当社及びグループ会社の商品やサービ
ス、キャンペーンのご案内。 2旅行参加後
のご意見やご感想の提供のお願い。　3ア
ンケートのお願い。　4統計資料の作成］
イ個人データの第三者への提供／各社は、お
申込みいただいた旅行の手配のために、運
送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お
客様の氏名他等をあらかじめ提供する場合
がございます。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、お客様がご旅行の前後で新型コロナ
ウイルスに感染されたことが判明した場合
又は同じ旅行サービスを利用されている他
のお客様が新型コロナウイルスに感染され
たことが判明した場合、個人情報を保険所
等に提出することがございます。 

お申込みいただく前に必ずお読みください。
この旅行は、（一社）真庭観光局、（一社）高梁市観光協会、（一社）新見市観光協会（以下各社といいます）の募集型企画旅行です。ここに記載のない事項は、各社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）および旅行取引条件書によります。


