
2022年8月28日リニューアルオープン

貴重な資料展示に加え、今回新たに整備さ

れた様々な体験コンテンツなどを自由見学

城外はガイドの案内で見学予定！

福山城築城400年

出発日

1月28日

1泊2日

土

AGＦ002

コース

1

倉敷駅9:00－ストーンサークル 楯築遺跡－巨大石室 こうもり塚古

墳－井原市(昼食)－備後地方最大の前方後円墳 二子塚古墳－花崗岩

の巨石 大迫古墳－福山市内(泊)17:30

昼

2

ホテル8:45－福山城(見学)－鞆の浦史跡めぐり－あぶと本館(鯛め

しの昼食)－国の重要文化財 阿伏兎観音(参拝)－道の駅アリストぬ

まくま(産地直売 買い物)－倉敷駅17:00

朝

昼

こうもり塚古墳

楯築遺跡

大迫古墳

二子塚古墳

※夕食は自由食となります。

※古墳めぐりなど散策の多いコースです。歩きやすい格好と寒さ対策をしてご参加ください。朝1 昼2 夕0

阿伏兎観音(あぶとかんのん)
海へせりだした岬の

一番先につくられているので

地平線が見える絶景スポット♪
“おっぱい観音”
とも呼ばれる観音様です

「チームラボ 福山城 光の祭」が開催中です。入場券は別途購入が必要

です(お客様ご自身で購入ください)

※当日は大変混み合います。ご覧になりたい方は事前購入がお薦め！

詳細は展覧会URL fukuyamacastle.teamlab.art

お問合せ

お申込み

インターネット申込 http://www.shimodenbus.jp

岡山県知事登録旅行業第2-295号

総合旅行業取扱管理者 田村 直敏

086-224-8824
下電観光バス 検索

下電観光バス株式会社

TEL 086-231-2730FAX

【旅行企画・実施】 【主催】

高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業実行委員会

下見に行ったスタッフの様子
覗き込むのに立っては、無理でした（汗）

[ コース記号: バスー ]

写真提供：福山市観光課

写真はすべてイメージです 写真撮影2022年11月

高梁川流域圏域・
備後圏域観光連携事業

備後地区・高梁川流域の魅力を発掘！
やっぱ広島じゃ割(全国旅行支援割)対象

2名様1室

1名様1室

(小人料金)

ご旅行代金 全国旅行支援 お支払い実額

16,500 円 3,300 円 13,200円

18,500 円 3,700 円

14,500 円 2,900 円

14,800円

11,600円

※全国旅行支援割引対象の方には、1名様あたり地域ｸｰﾎﾟﾝ

1,000円がつきます

● 食事条件

● 宿泊先
ベッセルイン福山駅北口

● 旅行代金

現在も残っている全国の

古墳の数は16万基以上

吉備の国・備後の国にも

解明されていない謎が

いっぱいあります

現地ガイドの解説に耳を

傾けながら、古代ロマンに

想いを馳せてみませんか

謎だらけの古墳・古代遺跡めぐりと

築城400年の福山城

鞆の浦史跡めぐりと阿伏兎観音

古代から江戸時代へタイムトリップ古代から江戸時代へタイムトリップ



新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済、または検査結果陰性のお客様
新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済証明書等(証明書・接種記録書等)を提示される場合は、旅行当日必ずご持参くださ

い。(コピーや画像の写しでも可能)PCR検査・抗原定量検査の結果を提示される場合は、出発日の前日から起算して3日目に当たる

日以降に採取した検体による検査での結果(抗原定性検査の場合は旅行日の前日又は当日)を、FAX・メールまたは来店でご旅行出発

の前日までに必ずご提示ください。出発当日、本人確認及び新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済証明書またはPCR検査

陰性証明をお忘れになった場合、またはご提示いただけなかった場合は割引の対象となりません。割引分の追加代金を申し受けます。

お問合せ

お申込み
インターネット申込 http://www.shimodenbus.jp岡山県知事登録旅行業第2-295号

総合旅行業取扱管理者 田村 直敏

岡山市北区厚生町1-2-8 担当者：田邉･服部

平日10:00～17:30(土日祝日休業)

応じ死亡補償金額の3～100％、入院見舞金:6ヶ月以上20万円、3ヶ月以上6ヶ月未満10万円、1週間
以上3ヶ月未満5万円、1週間未満2万円、通院見舞金:6ヶ月以上5万円、3ヶ月以上6ヶ月未満2.5万円、
1週間以上3ヶ月未満2万円、3日以上1週間未満1万円、携行品損害補償保険金14.7万円程度(免責金額
3,000円)
当コースは添乗員が同行いたします。
当社は天変地異、気象条件、運送機関等における争議行為など、当社の管理できない事由により旅行
行程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合は、主催旅行契約の内容を変更するこ
とがあります。

ご旅行条件要約
この旅行は、下電観光バス株式会社(岡山県岡山市北区厚生町1-2-8 岡山県知事登録旅行業 第2-295号)が募集・実施する旅行であり、当社の「旅行業約款」(募集型企画旅行契約)によります。

後日お渡しする、ご旅行条件書をお読みください。尚「国内募集型企画旅行契約」は当社ホームページhttps://www.shimodenbus.jp からもご覧いただけます。

集合場所その他旅行行程の詳細については、先着順で受け付けた代表者様に個別にご案内いたします。
今回募集している「高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業」の一環としたモニターツアーとなって
おります。旅行行程に明示された交通費・食事代・入場料・体験料は一部お客様に負担いただいての
ご参加となります。行程に記載のない交通費・諸費用及び個人的性質の諸費用は別途個人負担となり
ます。
個人情報の取扱いについては、当社ホームページhttps://www.shimodenbus.jp に詳細を記載しており
ますのでご確認ください。
ツアーには旅行特別補償保険を含んでおります。死亡補償金1,500万円、後遺障害補償保険金:程度に

●

●

●

●
●

添 乗 員

アンケートへのご協力が必須となります

※取消日(変更日)は弊社 営業時間内に限ります

※お申込金：ご旅行代金総額となります。案内書と振込用紙を同封にてお送りいたします。

＜旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン準拠＞

●出発当日、37.5度以上の場合は参加をご遠慮いただきま

す。

●バスの車内換気を行います。また、マスク着用やアルコー

ル消毒等へのご協力をお願い致します。

●添乗員・乗務員はマスク着用・手洗い・消毒を徹底します。

出発地 倉敷駅より最終地 倉敷駅まで同行します

キャンセル規定

参 加 条 件

086-224-8824 下電観光バス 検索

下電観光バス株式会社

TEL 086-231-2730FAX

各コースの料金は、高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業の一環で助成を受けています。

そのため今後の観光資源の磨き上げのために詳細なアンケートにご協力をお願いいたします。

申込 QRコード

最少催行人員

【旅行企画・実施】

大人/中学生以上 小人/小学生 ※未就学児は無料(バス座席､お食事､お布団が必要な場合は小人と同額)料 金 区 分

取消料及び変更日

旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって下記に当たる日 旅行開始の
旅行開始後15日前まで

(日帰りは11日前)
14～8日前

(日帰りは10～8日前)
7～2日前 前日 当日

取消料 無料 10％ 20％ 40％ 50％ 100％

【主催】

高梁川流域圏域・備後圏域観光
連携事業実行委員会

各コース1名より催行

各コース20名

● 食事条件

● 宿泊先コース

1

倉敷駅8:30－笠岡市 伏超港～～北木島 豊浦港～～牡蠣筏牡蠣の水揚げ見学(牡蠣

の試食)～～豊浦港－ｽﾄｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ(見学)・名物「鶏ﾁｬｰｼｭｰの笠岡ﾗｰﾒﾝ」(昼食)－日

本遺産・北木島島内観光(ﾒﾋﾞｳｽの輪・北木の桂林・丁場湖ｽﾃｰｼﾞ・北木のﾍﾞﾆｽ・渓

谷展望台)－金風呂港～～伏超港－福山市内(泊)18:30

昼

2
ホテル9:15－福山城(見学)－横島 牡蠣工場(牡蠣磨き体験)－横島漁協(昼食) “漁師

の浜売り”(見学・買い物)－道の駅ｱﾘｽﾄぬまくま(産直市場)－倉敷駅17:00

朝

昼

※海の近くを散策します。
歩きやすい格好と防寒
対策をしてご参加くだ

さい

朝1 昼2 夕0

笠岡の伏超港からフェリーで約1時間、人気お笑いコンビ●●さんの生まれ故郷北木島。

そこには「石の島」ならではの絶景の数々が！！北木の桂林やベニスをはじめ迫力ある石切り場を巡ります♪

どの景色も写真映えします！注記）お天気によります(笑)

そして、冬の味覚”喜多嬉かき“の水揚げを見学(牡蠣試食つき)と貴重な体験付です

日本遺産

横島で牡蠣磨き体験と期間限定「漁師の浜売り」見学

いざ牡蠣磨き！
★服は汚れても良い格好で★

漁師さんが漁から帰港してすぐの港って興味ありませんか？？

横島漁協の港で、まさに水揚げしたばかり≪新鮮≫な魚を

直に購入する“漁師の浜売り”見学＆買い物を体験

[ コース記号 バス－ 船～～ ]

写真はすべてイメージです

※北木島2022年11月撮影

定 員

やっぱ広島じゃ割(全国旅行支援割)対象

2名様1室

1名様1室

(小人料金)

ご旅行代金 全国旅行支援 お支払い実額

19,800 円 3,960 円 15,840円

21,800 円 4,360 円

17,800 円 3,560 円

17,440円

14,240円

※全国旅行支援割引対象の方には、1名様あたり地域ｸｰﾎﾟﾝ

2,000円がつきます

● 旅行代金

出発日

2月17日

1泊2日

金

AGＦ004

“石の島”北木島

やっぱ広島じゃ割(全国旅行支援)の割引支援条件

ベッセルイン福山駅北口

写真提供：勇和水産・横島漁協

※夕食は自由食となります



備中国分寺からこうもり塚古墳まで

ガイドさんの案内で散策をします。

吉備路を満喫！

● 食事条件

高梁川流域圏域・
備後圏域観光連携事業 備後地区・高梁川流域の魅力を発掘！

出発日

2月3日

1泊2日

金

AGＦ001

● 宿泊先 サンロード吉備路

コース

1

福山駅9:00－花崗岩の巨石 大迫古墳－備後地方最大の前方後円墳 二子

塚古墳－井原市(昼食)－三宅酒造(酒蔵見学)・・備中国分寺・・巨大石

室 こうもり塚古墳－農ﾏﾙ園芸(産地直売 買い物)－総社市・吉備路温泉

(泊)17:20

昼

夜

2

ホテル8:30－砂川公園－日本100名城 謎の山城 鬼ﾉ城(見学)－砂川公園

－ストーンサークル 楯築遺跡－倉敷の奥座敷 矢掛(古民家で昼食・自由

散策)－福山駅16:30

朝

昼

こうもり塚古墳

楯築遺跡

大迫古墳

二子塚古墳

※古墳めぐりなど散策の多いコースです。歩きやすい格好と寒さ対策をしてご参加ください。

※1日目夕食は、ホテル内レストランになります。

※2日目 砂川公園で小型バスに乗り換えます。

朝1 昼2 夕1

お問合せ

お申込み

インターネット申込 http://www.shimodenbus.jp

岡山県知事登録旅行業第2-295号

総合旅行業取扱管理者 田村 直敏

086-224-8824
下電観光バス 検索

下電観光バス株式会社

TEL 086-231-2730FAX

【旅行企画・実施】 【主催】

高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業実行委員会

[ コース記号：バス・タクシー ー 徒歩・・ ]

写真提供：岡山県観光連盟写真はすべてイメージです 写真撮影2022年11月

三宅酒造で酒造資料館を
蔵元さんにガイド
いただきます

宿泊先からも古墳が見える♪ 真相は未だ解明されていない謎の山城真相は未だ解明されていない謎の山城

「日本100名城」のひとつ

大和朝廷によって国の防衛のために

築かれたとされる古代山城

ガイドの案内で悠久の歴史へ鬼ノ城
き の じょう

全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割 対象

2名様1室

1名様1室

(小人料金)

ご旅行代金 全国旅行支援 お支払い実額

18,800 円 3,760 円 15,040円

19,800 円 3,960 円

16,800 円 3,360 円

15,840円

13,440円

※全国旅行支援割引対象の方には、1名様あたり地域ｸｰﾎﾟﾝ

2,000円がつきます

● 旅行代金

現在も残っている全国の

古墳の数は16万基以上

備後の国・吉備の国にも

解明されていない謎が

いっぱいあります

現地ガイドの解説に耳を

傾けながら、古代ロマンに

想いを馳せてみませんか

謎だらけの古墳・古代遺跡めぐりと

吉備路散策

鬼ﾉ城から宿場町「矢掛」へ

古代から江戸時代へタイムトリップ古代から江戸時代へタイムトリップ



お問合せ

お申込み
インターネット申込 http://www.shimodenbus.jp岡山県知事登録旅行業第2-295号

総合旅行業取扱管理者 田村 直敏

岡山市北区厚生町1-2-8 担当者：田邉･服部

平日10:00～17:30(土日祝日休業)

応じ死亡補償金額の3～100％、入院見舞金:6ヶ月以上20万円、3ヶ月以上6ヶ月未満10万円、1週間
以上3ヶ月未満5万円、1週間未満2万円、通院見舞金:6ヶ月以上5万円、3ヶ月以上6ヶ月未満2.5万円、
1週間以上3ヶ月未満2万円、3日以上1週間未満1万円、携行品損害補償保険金14.7万円程度(免責金額
3,000円)
当コースは添乗員が同行いたします。
当社は天変地異、気象条件、運送機関等における争議行為など、当社の管理できない事由により旅行
行程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合は、主催旅行契約の内容を変更するこ
とがあります。

ご旅行条件要約
この旅行は、下電観光バス株式会社(岡山県岡山市北区厚生町1-2-8 岡山県知事登録旅行業 第2-295号)が募集・実施する旅行であり、当社の「旅行業約款」(募集型企画旅行契約)によります。

後日お渡しする、ご旅行条件書をお読みください。尚「国内募集型企画旅行契約」は当社ホームページhttps://www.shimodenbus.jp からもご覧いただけます。

集合場所その他旅行行程の詳細については、先着順で受け付けた代表者様に個別にご案内いたします。
今回募集している「高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業」の一環としたモニターツアーとなって
おります。旅行行程に明示された交通費・食事代・入場料・体験料は一部お客様に負担いただいての
ご参加となります。行程に記載のない交通費・諸費用及び個人的性質の諸費用は別途個人負担となり
ます。
個人情報の取扱いについては、当社ホームページhttps://www.shimodenbus.jp に詳細を記載しており
ますのでご確認ください。
ツアーには旅行特別補償保険を含んでおります。死亡補償金1,500万円、後遺障害補償保険金:程度に

●

●

●

●
●

添 乗 員

アンケートへのご協力が必須となります

※取消日(変更日)は弊社 営業時間内に限ります

※お申込金：ご旅行代金総額となります。案内書と振込用紙を同封にてお送りいたします。

＜旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン準拠＞

●出発当日、37.5度以上の場合は参加をご遠慮いただきます。

●バスの車内換気を行います。また、マスク着用やアルコー

ル消毒等へのご協力をお願い致します。

●添乗員・乗務員はマスク着用・手洗い・消毒を徹底します。

出発地 福山駅より最終地 福山駅まで同行します

キャンセル規定

参 加 条 件

086-224-8824 下電観光バス 検索

下電観光バス株式会社

TEL 086-231-2730FAX

各コースの料金は、高梁川流域圏域・備後圏域観光連携事業の一環で助成を受けています。

そのため今後の観光資源の磨き上げのために詳細なアンケートにご協力をお願いいたします。

申込 QRコード

最少催行人員

【旅行企画・実施】

大人/中学生以上 小人/小学生 ※未就学児は無料(バス座席､お食事､お布団が必要な場合は小人と同額)料 金 区 分

取消料及び変更日

旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって下記に当たる日 旅行開始の
旅行開始後15日前まで

(日帰りは11日前)
14～8日前

(日帰りは10～8日前)
7～2日前 前日 当日

取消料 無料 10％ 20％ 40％ 50％ 100％

【主催】

高梁川流域圏域・備後圏域観光
連携事業実行委員会

各コース1名より催行

● 食事条件

● 宿泊先 倉敷国際ホテル

1

福山駅8:30－笠岡市 伏超港～～北木島 豊浦港～～牡蠣筏 牡蠣

の水揚げ見学(牡蠣の試食)～～豊浦港－ｽﾄｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ(見学)・名

物「鶏ﾁｬｰｼｭｰの笠岡ﾗｰﾒﾝ」(昼食)－日本遺産・北木島島内観光

(ﾒﾋﾞｳｽの輪・北木の桂林・丁場湖ｽﾃｰｼﾞ・北木のﾍﾞﾆｽ・渓谷展

望台)－金風呂港～～伏超港－倉敷市内(泊)18:30

昼

2

ホテル9:30 ※出発まで美観地区散策などお楽しみください

－水車の里フルーツトピアでSDG’s体験(牡蠣の殻を使って家

庭菜園用・肥料作り体験、昼食)－総社市 三宅酒造(資料館見

学)・・吉備路 備中国分寺など(自由散策)－福山駅17:00

朝

昼

※海の近くを散策します。歩きやすい格好
と防寒対策をしてご参加ください

※夕食は自由食となります

朝1 昼2 夕0

笠岡の伏超港からフェリーで約1時間、人気お笑いコンビ●●さんの生まれ故郷北木島。

そこには「石の島」ならではの絶景の数々が！！北木の桂林やベニスをはじめ迫力ある石切り場を巡ります♪

どの景色も写真映えします！ 注記）お天気によります(笑)

そして、冬の味覚”喜多嬉かき“の水揚げを見学(牡蠣試食つき)と貴重な体験付です

水車の里フルーツトピアで
ＳＤＧ‘s 体験

[ コース記号 バス－ 船～～ 徒歩・・ ]

写真はすべてイメージです ※北木島2022年11月撮影

写真提供：勇和水産・横島漁協

出発日

2月23日

1泊2日

木

AGＦ003

コース

総社の「三宅酒造」では

北木島の牡蠣殻を活用して育てた

酒米で仕込んだ純米酒があります

定 員 各コース20名

全国旅行支援 おかやまハレ旅応援割 対象

日本遺産

“石の島”北木島

2名様1室

1名様1室

(小人料金)

ご旅行代金 全国旅行支援 お支払い実額

19,800 円 3,960 円 15,840円

20,800 円 4,160 円

17,800 円 3,560 円

16,640円

14,240円

※全国旅行支援割引対象の方

には、1名様あたり地域ｸｰﾎﾟﾝ

2,000円がつきます

● 旅行代金

新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済、または検査結果陰性のお客様
新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済証明書等(証明書・接種記録書等)を提示される場合は、旅行当日必ずご持参くださ

い。(コピーや画像の写しでも可能)PCR検査・抗原定量検査の結果を提示される場合は、出発日の前日から起算して3日目に当たる

日以降に採取した検体による検査での結果(抗原定性検査の場合は旅行日の前日又は当日)を、FAX・メールまたは来店でご旅行出発

の前日までに必ずご提示ください。出発当日、本人確認及び新型コロナウイルスワクチン3回以上予防接種済証明書またはPCR検査

陰性証明をお忘れになった場合、またはご提示いただけなかった場合は割引の対象となりません。割引分の追加代金を申し受けます。

全国旅行支援おかやまハレ旅応援割の割引支援条件

牡蠣の殻は捨ててしまうにはもったいない！
カルシウム・マグネシウム・マンガン・ホウ素・
亜鉛など、作物の成長に必要不可欠な成分がたっ
ぷりと含まれています。
今回、家庭菜園用の肥料を作ります♪
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