
 

 

 

掲載コンテンツ 概要（一部） 

 

・企画提案にあたって，パンフレットのデザイン案作成の参考にしてください。 

・デザイン案作成にあたって写真素材等の提供は行いませんが，下記サイト掲載の画像を使用い 

ただいて構いません（本デザイン案作成以外で使用しないでください）。 

＜岡山市公式観光情報サイト おかやま観光ネット＞ https://okayama-kanko.net/sightseeing/ 

  岡山市の観光情報全般を掲載するサイトです。 

＜こころ晴ればれ おかやまの旅 岡山ＤＣ＞ https://www.okayama-kanko.jp/dc/ 

  岡山ＤＣ推進協議会（岡山県・岡山県観光連盟）制作の岡山ＤＣの総合サイトです。 

現在は，令和３年度のプレキャンペーン時に実施した情報等が掲載されています。 

 

事業名 事業内容 

日時 会場 料金 連絡先 備考 

吉備ロマン無料循環バス 日本遺産「桃太郎伝説」の構成文化財や，観光資源を結ぶ無料の循環バス。岡山

駅西口発着で，停留所は，吉備津彦神社，吉備津神社，造山古墳，備中国分寺・

こうもり塚古墳，サンロード吉備路，陣屋町足守，最上稲荷，高松城址公園。 

デジタルスタンプラリーも実施する。 

７月 16 日(土)～９

月 25 日(日)の土日

祝（計 26日間） 

8:30～16:00ごろ 

吉備路エリア 

発着場は岡山駅

西口 

無料 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

１日当たり，右回り・左回り各８本程

度運行，予約不要，途中乗降自由 

吉備路日本遺産レンタサイクル 

「きびチャリ」 

古代吉備の息吹や桃太郎伝説のロマンに触れる，レッドとホワイのバイカラーが

キュートなレンタサイクル。貸出は，ウエドレンタサイクル（備前一宮駅前），

荒木レンタサイクル（総社駅前），高谷レンタサイクル（備中国分寺前），ウシダ

サイクル（備中高松駅前）。ウエド，荒木，高谷では乗り捨ても可。 

実施中 吉備路エリア 店舗ごとに異なる 
（ウエド，荒木，
高谷は２時間 500
円～，ウシダは２
時間 330円～） 

貸出店舗は，ウエドレンタサイクル（086-284-2311），荒木

レンタサイクル（0866-92-0233），高谷レンタサイクル

（0866-93-3421），ウシダサイクル（0986-287-2167） 

備中高松城の戦いＶＲ発信＆謎解

き事業（仮称） 

天下の奇策「水攻め」が行われ，日本史の転換点となった「備中高松城の戦い」

を詳しく知るＶＲと動画を配信（https://www.●●●●●●）。 

また，高松城址公園現地では，より様々な武将の視点に立てるＶＲにアクセスで

きるとともに，楽しみながら史跡を巡る謎解きゲームを実施。 

ＶＲ・動画…６月か

ら配信中 

謎解き…７～９月 

ＶＲ…web上 
謎解き…高松城
址公園※吉備ロ
マン無料循環バ
ス停留 

無料 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

動画は磯田道史先生の解説付き。 

高松城址公園資料館では，ＤＣ期間中

先着●●●名にオリジナル紙製スコ

ープをプレゼント。 

陣屋町足守まちめぐり 豊臣秀吉の正室ねねの実兄を藩祖とする陣屋町にして，大名庭園，侍屋敷，商家，

体験工房など，江戸時代の雰囲気を伝える多彩な魅力にあふれた足守エリアを舞

台に，大人や親子連れで様々なスポットを散策できる「●●●●スタンプラリー」

を実施。 

別紙 

https://okayama-kanko.net/sightseeing/
https://www.okayama-kanko.jp/dc/


 

 

 

事業名 事業内容 

日時 会場 料金 連絡先 備考 

７月 16 日(土)～９

月 25日(日) 

足守エリア 

※吉備ロマン無

料循環バス停留 

無料 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

スタンプラリーの達成者には足守メ

ロンジュースをプレゼント。 

たけべハピジェニックポイントラ

リー 

福渡，幸福橋，八幡温泉など福にちなんだ名前の多い岡山市建部町のパワースポ

ット，フォトスポットを巡るフォトめぐり。写真をＳＮＳに投稿して地元の指定

飲食店などで利用するとお得なサービスが受けられるほか，たけべ八幡温泉では

●●●●イベントも実施。 

７～９月 建部エリア 無料 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

モデルコースの入った特設サイトも

制作する。 

鉄道ファン向けのお勧めフォトスポ

ットも紹介する。 

フルーツ王国岡山めぐりクーポン 1,500 円のクーポンで，指定の飲食店やカフェの中から３店舗で，各店舗 1,000

円相当，合計 3,000円相当のフルーツを使ったメニューを楽しめるクーポン事業。

あわせて，市内全域にひろがる地域の観光資源も特設サイトやパンフレットで発

信。フルーツ食べ歩きで，知らない岡山を発見してもらう。 

７～９月 岡山市内全域 1,500円 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

クーポンはコンビニ，旅行代理店など

で販売。クーポンは１店舗を３人で使

っても可。利用施設や地域の観光資源

はＷＥＢ上で紹介。 

星降る川辺の物語＆西川夏あかり 石山公園や旭川沿い，鶴見橋，月見橋を岡山ＤＣに合わせてイルミネーションや

ライトアップの光で彩る。７月２９日・３０日，８月５日・６日・１３日・１４

日は飲食イベントも実施。また，西川緑道公園でも「和」をコンセプトにライト

アップやイルミネーションを実施し，夏のまち歩きを楽しんでもらう。 

７月 20 日(水)～11

月 27日(日) 

※西川は７月 20 日

～8月 31日 

点灯：日没～22:00 

※ 

石山公園エリア 

西川緑道公園 

無料 おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

※県事業「浴衣でまち歩き」と連携 

桃に恋した岡山カレー食べ歩きス

タンプラリー＆カレーフェスティ

バル 

桃のチャツネを隠し味に使ったご当地カレー「岡山カレー」。ＤＣ期間中，岡山

カレーの提供店舗を巡ってもらう「カレーめぐり」を行い，たくさん巡った方に

はプレゼントを提供。また，９月中旬には岡山カレーやフルーツの店舗を一堂に

集めた「カレーフェス」を石山公園で実施。食べ比べを楽しんでもらう。 

カレーめぐり…７
～９月 
カレーフェス…９
月 17 日（土）～19
日（祝）11～20時 

カレーめぐり…

店舗ごと 

カレーフェス…

石山公園 

カレーめぐり…店

舗によって異なる 

カレーフェス…

500円～ 

おかやま観光コン

ベンション協会 

086-227-0015 

カレーめぐり，カレーフェスとも、30

店舗以上のお店が集結 

瀬戸内満喫周遊ツアー 日本のエーゲ海と呼ばれる牛窓沖の島々や、アートの島犬島などをめぐり，アー

ト，フルーツ，マリンアクティビティなどを楽しむ格安モニターツアー。コース

は日帰り（●●～◆◆～▲▲～★★～■■）と１泊２日（１日目：●●～◆◆～

▲▲～★★～■■泊 ２日目：▼▼～●●～◆◆～▲▲）の２種類 



 

 

 

事業名 事業内容 

日時 会場 料金 連絡先 備考 

７月２３日（土）～８月２８日（日）の毎週土・日 

日帰り（一般●●●●●円，子ども●●●●●円） 

１泊２日（一般●●●●●円，子ども●●●●●円） 

 

●●●●●●●● 

086-●●●●●● 

予約は各●日前まで 

最少催行人員は２名から 

 

 

おかやま旭川遊覧クルーズ 旭川を遊覧し，岡山後楽園，岡山城，岡山市の町並みを水上から楽しんもらう約

30分のクルーズ船。ＤＣ期間中は，通常運航に加えて●●クルーズを毎日行うほ

か，日にち限定で水上で食事も楽しめる◆◆クルーズも運行。また，団体貸切も

承っている。 

実施中 
通常運航は 10:00
～17:00 まで１時
間ごとに８本。 
● ● ク ル ー ズ は
18:00に運航 
◆◆クルーズは日
程調整中 

旭川（渡船場は岡

山後楽園碧水園

横） 

一般 2,000円 

小学生以下 1,000

円 

貸切は 22,000 円

（12 名<大人>ま

で） 

おかやま旭川遊覧

クルーズ 

086-201-1601 

予約不可で当日受付のみ。 

ただし貸切は予約要 

天候や潮位により休止する場合あり 

旭川キャッスルビューカヌー 岡山城を眺めながら自分のペースで楽しめるお手軽カヌー体験事業。ＤＣ期間中

は，通常のコース（120 分）に加え，初心者大歓迎の１時間程度のヘルプ付きコ

ースを実施。また，早朝カヌーやトワイライトカヌーなども日にち限定で実施。 

７～９月の 9:30～
と 13:30～。通常コ
ースは 120分。それ
以外は 60 分。予約
がない場合は休業。 
早朝カヌー，トワイ
ライトカヌーは日
程調整中 

旭川親水階段（京

橋北の旭川河川

敷） 

通常コース 6,000

円 

体験コース，早朝

カヌー，トワイラ

イ ト カ ヌ ー 各

3,000円 

カ ヌ ー パ ー ク

OKAYAMA 

090-5378-7435 

前日 18 時までに要予約，天候・予約

状況によっては中止 

 


