
岡山市・瀬戸内市観光連携事業 

岡山市及び瀬戸内市に共通して所在している瀬戸
内海や歴史文化に関する観光資源などを活かして、

観光客が両市を周遊することを促進する観光連携
事業です。旅行代金の一部に事業費を利用してい
ます。アンケートのご協力をお願いいたします。 

岡山県が実施する旅行割引事業の時期・内容については、10月
以降まだ正式な発表がありません。（8月31日現在）本チラシの
掲載旅行プランは岡山県が実施する旅行割引事業延長の発表が
あり、かつ旅行日が対象期間にあたる場合は当該割引対象にす
る予定です。 

御朱印を集めよう！ 
瀬戸内満喫周遊ツアーでまわる御朱印スポットは全部で4つ 

吉備津神社 牛窓神社 西大寺観音院 最上稲荷妙教寺 

① ② ③ ④ 

御城印は1つ 

岡山城 

10/11～全国旅行支援 適用料金のご案内 

※夕食は自由食です。ホテル周辺グルメマップをお渡しします。 
 ※11月5日出発の方で岡山城へ入場見学ご希望の方は､岡山後楽園で離団も可能です 

15,000円 ● 旅行出発日 

● 旅行代金(大人お一人様/2名1室) 

11月 5(土) 

吉備津神社 

19,000円 

岡山駅9:30―夢二生家記念館･少年山荘(見学)―牛窓オリーブ園
(見学)―ベースビーチ(バーベキュー)―夢二郷土美術館(見学) 
―岡山プラザホテル(泊)16:00頃･･夕食･･岡山城｢ライトアップ
イベント｣(見学)･･ホテル21:00頃 ※岡山城：混雑が予想されます 

ホテル8:00発―京橋朝市(散策)―最上稲荷(境内案内＆参拝＆ご
朱印④)―くぼ農園(ぶどう狩り･ピザ作り体験)―吉備津神社(特
別参拝＆ご朱印③)―宮下酒造(酒蔵見学)―岡山駅西口16:30頃 

● 出発地・コース(食事：朝食1・昼食2・夕食0) 

 AG00G4 宿泊 G-4 

鳴釜神事 

(こども料金  13,000円) 

AG00F2 宿泊 Ｆ 古き町並み 古き町並み 牛窓・西大寺 

【1日目】 

【2日目】 

岡山駅9:30―牛窓オリーブﾞ園(フレーバーオイル体験･見学)―ホテル
リマーニ(ステーキランチ)‥しおまち唐琴通り(散策)―牛窓神社(参拝
＆ご朱印②)―世界遺産登録へ向けて活動｢長島愛生園｣(学芸員さんの 
案内付き見学)―西大寺グランドホテル(泊)17:10頃 
ホテル9:00―西大寺五福通り(西大寺工房クラフトビール試飲､ 
五福うさぎお団子)･･西大寺観音院(参拝＆ご朱印①)―｢岡山芸 
術交流2022｣シネマクレール丸の内･旧内山下小学校･石山公園 
(見学)―四季彩(岡山ばら寿司)･･岡山後楽園(散策)―岡山駅15:45頃 

【1日目】 

● 旅行代金(大人お一人様/2名1室) 

ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ16,500円 

ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ20,500円 

 国宝 吉備津神社 ｢特別参拝｣ ぶどう狩り＆ピザ作り体験  と 

1日目昼食 
イメージ 

全国旅行支援 価格 
 大人 11,400円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 
 小人 10,800円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ3,000円 

全国旅行支援 価格 
 大人 9,000円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 
 小人 7,800円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ3,000円 

シングル利用 9,900円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 

最上稲荷 最上稲荷 

写真はすべてイメージです  写真提供：岡山市 瀬戸内市 岡山県観光連盟 

シングル利用 12,500円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 

 

コース記号 バス――― 徒歩・・・ 船～～～ 

【2日目】 

ぶらり旅 

11月 5(土) (こども料金  18,000円) ● 旅行出発日 

● 出発地・コース(食事：朝食1・昼食2・夕食1)  

ドラム缶ピザ作り体験 

1泊2日の 
お申込みは 
こちらから 

ここを 
クリック 

 

https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&stay=2&exec=search&new=1&code=AG
https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&stay=2&exec=search&new=1&code=AG
https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&stay=2&exec=search&new=1&code=AG
https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&stay=2&exec=search&new=1&code=AG


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 

平日10:00～17:30(土日祝日休業)   

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) 
当コースは添乗員は同行せず、ガイドが同行いたします。 
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「岡山市・瀬戸内市観光連携事業」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
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  

● 
 
 
 
● 
 
● 

 
 
 
● 
● 

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。 

同行いたします 
＜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、検温を実施し、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。 

 ●ご出発当日、健康アンケートのご提出をお願い致します。 

 ●乗車中の飲食は禁止させていただきます。 

同行しません 

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 086-231-2730 FAX 

各コースの料金は、岡山市・瀬戸内市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。 

写真はイメージです  写真提供：岡山市 岡山県観光連盟 

バスガイド 
各コース2名より催行         各コース３０名 

コース記号 バス――― 徒歩・・・ 船～～～ 

【旅行企画・実施】   

最少催行人員 
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 

定 員 

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％ 

【旅行企画協力】   

岡山市･瀬戸内市観光連携事業 
実行委員会 

AG00E2 宿泊 Ｅ 

優雅な時間 
 ホテルリマーニ  ホテルリマーニ で で 

～カモメ餌やりクルーズ～ 

【1日目】 

【2日目】 旬の♪イチゴ狩り♪ 【2日目】 

35,000円 
● 旅行出発日 

● 旅行代金(大人お一人様/2名1室) 

● 出発地・コース(食事：朝食１･昼食２･夕食１) 

12月 3 (土) (こども料金  32,000円) 

ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ40,000円 

全国旅行支援 価格 
 大人 27,000円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 
 小人 24,000円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ3,000円 

シングル利用 32,000円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 

展示監修：岡山市出身の歴史学者 磯田道史氏 

展示を一新！ 
新しくなった岡山城へ入城します 

来年の干支「卯」 
張り子絵付け 

体験 

※岡山城：入城まで待ち時間が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

6,500円 (こども料金  5,900円) 

● 旅行出発日 

12月 3(土) 

● 出発地・コース（食事：昼１） 

岡山駅西口9:00―岡山城(入城見学)･･岡山後楽園(見学)―
ベースビーチ(昼食:牡蠣コース)―牛窓公民館にて武久守商
店(来年の干支｢卯｣の張り子絵付け体験)･･しおまち唐琴通
り (散策)―畠山製菓 (せんべい手焼き体験)―岡山駅 
西口17:50頃 

● 旅行代金（大人お一人様） 

牡蠣アヒージョ 
焼牡蠣など 

AG00D2 日帰り D 

全国旅行支援 価格 
   大人 3,900円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ1,000円 
   小人 3,540円＋観光ｸｰﾎﾟﾝ3,000円 

※絵付け体験の作品送料は、お客様負担となります(現地にて支払い) 

みんな大好き 
“いちご”のシーズン到来！ 

2日目昼食 
イメージ 

岡山駅西口9:10―備前長船刀剣博物館(見学)―お食事処あ 
さひ(昼食:和御膳)―寒風陶芸会館(小皿絵付体験)―牛窓オ 
リーブ園(眺望)―牛窓に佇むリゾートホテル｢ホテルリマーニ｣(泊) 
15:10頃･･カモメ餌やりツアー(小型ボートでクルーズ約30分) 
ホテル9:00―西大寺観音院(正式参拝)―岡山フルーツ農園 
(いちご狩り･産直マルシェ)―酒工房･独歩館(９つ旬彩プ 
レートランチ･買物)―岡山城(見学)―岡山駅16:30頃 

日帰り 
お申込みは 
こちらから 

ここを 
クリック 

 

https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&exec=search&new=1&code=AG
https://www.shimodenbus.jp/travel/tour/index.php?c=tour&exec=search&new=1&code=AG
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