
ひょうごツーリズムバス　岡山県対象施設 （Ｃｔｒｌ＋Ｆで検索）

番号 県名 地域 対象施設 備考 住所

1 岡山県 備前 ＲＳＫバラ園 日本最大級のバラ園。 岡山市北区撫川1592-1

2 岡山県 備前 池田動物園 レッサーパンダなど世界の珍しい動物約120種類を集めた動物園。 岡山市北区京山2-5-1

3 岡山県 備前 岡山県立博物館 県内の文化財や民具などを展示。 岡山市北区後楽園1-5

4 岡山県 備前 岡山県立美術館 雪舟・宮本武蔵など、岡山ゆかりの芸術家たちの作品を多数展示。 岡山市北区天神町8-48

5 岡山県 備前 岡山後楽園 日本三名園の１つ。 岡山市北区後楽園1-5

6 岡山県 備前 岡山市デジタルミュージアム 岡山の歴史と今、誇りを記録・保存し、展示発信し、次世代へ引き継ぐ博物館。 岡山市北区駅元町15-1リットシティビル

7 岡山県 備前 岡山市立オリエント美術館 東西文化の交流地、オリエントの貴重な文化遺産を展示する美術館です。 岡山市北区天神町9-31

8 岡山県 備前 岡山城 岡山藩主池田氏の居城。 岡山市北区丸の内

9 岡山県 備前 半田山植物園 約11万平方メートルの園内には、約3200種、15万本の植物が植えられています。 岡山市北区法界院3-1

10 岡山県 備前 林原美術館 刀剣、調度品、絵画など東洋の古美術品が展示されている美術館。 岡山市北区丸の内

11 岡山県 備前 招き猫美術館 大小さまざまな招き猫数百点を展示するユニークな美術館。 岡山市北区金山寺865-1

12 岡山県 備前 夢二郷土美術館 大正期の代表的詩画人竹久夢二の作品を数多く展示。 岡山市中区浜2-1-32

13 岡山県 備前 吉備津神社 桃太郎のモデルとして知られる吉備津彦命を祭る豪壮優美な古社。 岡山市北区吉備津931

14 岡山県 備前 最上稲荷 日本3大稲荷の一つ。 岡山市北区高松稲荷712

15 岡山県 備前 玉野市立玉野海洋博物館 アクアリウムと展示施設をドッキングさせた新感覚のアクアスポット。 玉野市渋川2-6-1

16 岡山県 備前 深山イギリス庭園 本場イギリスの優れた庭園技師が設計した、本格的な英国庭園。 玉野市田井

17 岡山県 備前 環境学習センター「めだかの学校」 メダカの飼育・展示室の他、淡水魚水族館やおもちゃの宿も。 岡山市北区建部町建部上609

18 岡山県 備前 牛窓オリーブ園 青い海とオリーブの香り、東洋一のオリーブ園の丘からは瀬戸内の島々が一望できます。 瀬戸内市牛窓町牛窓

19 岡山県 備前 牛窓海遊文化館 朝鮮通信使の寄港地として栄えた牛窓の歴史をたどれる資料館。 瀬戸内市牛窓町牛窓3056

20 岡山県 備前 備前長船刀剣博物館 日本刀の一大産地として栄えた長船の日本刀の常設展示館。 瀬戸内市長船町長船966

21 岡山県 備前 岡山県備前陶芸美術館 古備前から現代作家に至るまで、備前焼の魅力を幅広く網羅した美術館。 備前市伊部1659-6

22 岡山県 備前 特別史跡旧閑谷学校 約300年前につくられた、日本最古の庶民の学校。 備前市閑谷784

23 岡山県 備前 備前焼伝統産業会館 観光情報センターと土産品販売、飲食施設を備えた備前観光の拠点。 備前市伊部1657-7

24 岡山県 備前 サッポロワイン岡山ワイナリー 南欧風ワイナリーの見学やワインの試飲、バーベキューなどが楽しめる。 赤磐市東軽部1556

25 岡山県 備前 BIZEN中南米美術館 全国的にも珍しい中南米諸国の出土品等を展示している美術館。 備前市日生町日生241-10

26 岡山県 備前 八塔寺ふるさと館 のどかな環境の中で農村気分が満喫できる、県下初のふるさと村。 備前市吉永町加賀美817-22

27 岡山県 備前 藤公園 藤の花が満開になる5月上旬には藤まつりが開催されます。 和気町藤野

28 岡山県 備前 稲荷山健康センター 天然温泉を利用した入浴施設。 岡山市北区高松稲荷570

29 岡山県 備前 レスパール藤ヶ鳴 天然のラジウム温泉と食事、宿泊が楽しめるリフレッシュ施設。 岡山市北区菅野

30 岡山県 備前 おもちゃ王国 見て触れて楽しめるおもちゃのテーマパーク。 玉野市滝1640-1

31 岡山県 備前 たけべの森公園 広大な自然林を生かしたファミリーで楽しめるレジャー施設。 岡山市北区建部町田地子1571-40

32 岡山県 備前 岡山勤労者いこいの村 眼下に瀬戸内の島々を望む、くつろぎのひとときを過ごせる施設。 瀬戸内市邑久町虫明大平山

33 岡山県 備前 ドイツの森クローネンベルク ドイツの街や農村、牧場を再現した食と文化のテーマパーク。 赤磐市仁堀中2006

34 岡山県 備前 吉井竜天オートキャンプ場 標高460ｍの高台にあり、晴れた日には瀬戸内海から大山まで見渡せます。 赤磐市中勢実2682

35 岡山県 備前 三保高原スポーツ＆リゾート 風車をシンボルに、宿泊施設・テニスコート・キャンプ場などを整備。 和気町南山方144ｰ15

36 岡山県 備前 和気鵜飼谷温泉 イオウ分を含み、神経痛・関節痛・筋肉痛などに効果があります。 和気町益原666-1

37 岡山県 備前 おかやま備前焼工房 岡山城天守閣内にて土ひねり体験ができる備前焼体験施設 岡山市北区丸の内2-3-1（岡山城天守閣内）

38 岡山県 備前 くぼ観光農園 マスカット、ピオーネ、栗拾いなど季節の味覚が楽しめる観光農園。 岡山市北区御津紙工2688

39 岡山県 備前 寒風陶芸会館 寒風の出土品や現代の作品を展示。陶芸教室も常時開設。 瀬戸内市牛窓町長浜5090

40 岡山県 備前 岡山桃茂実苑 “桃の里”赤磐市の桃やマスカット・ピオーネ狩りが体験できる施設。 赤磐市上市218

41 岡山県 備前 古代体験の郷まほろば 島の中で古代人の衣・食・住が楽しめるユニークな体験施設。 備前市日生町鹿久居島

42 岡山県 備中 いがらしゆみこ美術館 漫画家いがらしゆみこの原画やセル画などのコレクションを展示。 倉敷市本町9-30
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43 岡山県 備中 大原美術館 ギリシャ風の建物が印象的な、日本初の西洋近代美術館。 倉敷市中央1-1-15

44 岡山県 備中 桃太郎のからくり博物館 桃太郎の歴史資料を展示。目の錯覚を利用したからくりも随所にある。 倉敷市本町5-11

45 岡山県 備中 ライフパーク倉敷「倉敷科学センター」 体験を通じ科学する心が楽しく養える展示がいっぱい。 倉敷市福田町古新田940

46 岡山県 備中 倉敷考古館 吉備地方を中心とした考古学資料を年代順に展示。 倉敷市中央1-3-13

47 岡山県 備中 倉敷市立自然史博物館 瀬戸内海の生いたちや、高梁川流域の自然及び世界の昆虫や植物を展示。 倉敷市中央2-6-1

48 岡山県 備中 倉敷市立美術館 倉敷にゆかりのある作家の絵画などを展示。 倉敷市中央2-6-1

49 岡山県 備中 倉敷民藝館 米蔵を改修した建物内に全国各地の民芸品を多数を展示。 倉敷市中央1-4-11

50 岡山県 備中 倉紡記念館 紡績所跡を再開発したカルチャーエリア。 倉敷市本町7-1

51 岡山県 備中 児島虎次郎記念館 大原コレクションの収集に貢献した児島虎次郎の代表作を展示。 倉敷市本町7-1

52 岡山県 備中 重要文化財大橋家住宅 寛政8年（1796年)に建造された、建築年代の明らかな地主の町屋として貴重な遺構。 倉敷市阿知3-21-31

53 岡山県 備中 日本郷土玩具館 日本各地の郷土色豊かな玩具と世界各地のおもちゃが見られます。 倉敷市中央1-4-16

54 岡山県 備中 野﨑家旧宅 「塩田王」と呼ばれた野﨑武左衛門の豪壮な邸宅。 倉敷市児島味野

55 岡山県 備中 総社市埋蔵文化財学習の館 市内から出土した遺物や模型など吉備地方の歴史をひも解く資料を展示。 総社市南溝手265-3

56 岡山県 備中 備中国分寺 のどかな田園風景に見事に調和した優美な容姿の五重塔は吉備路のシンボル。 総社市上林1046

57 岡山県 備中 笠岡市立カブトガニ博物館 「生きている化石」カブトガニが見られる世界で唯一の博物館。 笠岡市横島1946-2

58 岡山県 備中 笠岡市立竹喬美術館 日本画に新境地を開いた小野竹喬の作品600点余りを収蔵・展示。 笠岡市六番町1-17

59 岡山県 備中 井原市立田中美術館 木彫界の巨匠・平櫛田中の作品を展示。 井原市井原町315

60 岡山県 備中 華鴒大塚美術館 日本画家・金島桂華の作品を中心に近現代の日本画・油彩画を展示。 井原市高屋町3-11-5

61 岡山県 備中 岡山天文博物館 プラネタリウムや太陽観測室があり、天体観測が楽しめます。 浅口市鴨方町本庄3037-5

62 岡山県 備中 かもがた町家公園 貞亨4年(1687年)に修理された県下で最も古い町家。 浅口市鴨方町鴨方240

63 岡山県 備中 旧矢掛本陣 参勤交代の際に大名一行が利用した本陣・脇本陣の貴重な遺構。 矢掛町矢掛3079

64 岡山県 備中 やかげ郷土美術館 地元出身の作家の作品を展示。高さ16ｍの水見櫓が目印です。 矢掛町矢掛3118-1

65 岡山県 備中 中世夢が原 鎌倉・室町時代の村にタイムスリップ。 井原市美星町三山

66 岡山県 備中 美星天文台 直径101cmの反射望遠鏡を備えた天文台。 井原市美星町大倉1723-70

67 岡山県 備中 高梁市郷土資料館 江戸時代から昭和初期にかけて生活用具など3,000点を展示。 高梁市向町21

68 岡山県 備中 高梁市商家資料館「池上邸」 醤油製造業を営んだ、豪商池上家の暮らしぶりを展示した資料館。 高梁市本町94

69 岡山県 備中 高梁市武家屋敷館 江戸時代の屋敷跡に当時の暮らしを人形で再現した資料館。 高梁市石火矢町

70 岡山県 備中 頼久寺庭園 桂離宮を造営した、名匠小堀遠州の作庭による枯山水の名園。 高梁市頼久寺18

71 岡山県 備中 高梁市成羽美術館 世界的建築家・安藤忠雄氏の設計。洋画家・児島虎次郎のコレクションと現代アートを展示。 高梁市成羽町下原1068-242

72 岡山県 備中 吉備川上ふれあい漫画美術館 12万冊の漫画本を所蔵。 高梁市川上町地頭1834

73 岡山県 備中 井倉洞 全長1,200ｍに及ぶ県内一の鍾乳洞。 新見市井倉409

74 岡山県 備中 満奇洞 阿哲台洞窟群の中でも最も古く発見された鍾乳洞です。 新見市豊永赤馬

75 岡山県 備中 新見美術館 文人画家・富岡鉄斎の書画等を展示。 新見市西方361

76 岡山県 備中 瀬戸大橋観光遊覧船 本州と四国を結ぶ架け橋・瀬戸大橋を間近で眺められる遊覧船。 倉敷市児島駅前

77 岡山県 備中 鷲羽山ハイランド 瀬戸大橋が見える遊園地。 倉敷市下津井吹上303-1

78 岡山県 備中 経ヶ丸 バンガローやスポーツハウスなどが整備され、手軽にアウトドアが満喫できます。 井原市笹賀町1668-1

79 岡山県 備中 新見千屋温泉「いぶきの里」 温泉とオートキャンプ場をメインにしたレジャースポット。 新見市千屋花見1336-5

80 岡山県 備中 グリーンミュージアム神郷 神郷温泉を中心に、キャンプ場などレジャー施設を整備。 新見市神郷高瀬

81 岡山県 備中 大佐山オートキャンプ場 施設全体をオーストラリア風に仕上げた、広々としたキャンプ場。 新見市大佐小南1

82 岡山県 備中 笠岡諸島への旅客船 白石島・北木島・真鍋島など魅力あふれる笠岡諸島を結ぶ定期船 笠岡市美の浜8-10

83 岡山県 備中 御菓子処橘香堂　美観地区店 倉敷銘菓「むらすずめ」の手焼き体験ができます。 倉敷市阿知2-22-13

84 岡山県 備中 ベティスミス・ジーンズミュージアム ジーンズの歴史を学び、製造工程を見学。 倉敷市児島下の町5-2-70
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85 岡山県 備中 野崎家旧宅・野崎家塩業歴史観 濃い塩水を煮詰めて作る昔ながらの製法で塩造りが体験できます。 倉敷市児島味野

86 岡山県 備中 中世夢が原 鑑賞炭づくりや田舎汁づくりなど、昔の遊びや生活を体験できます。 井原市美星町三山5007

87 岡山県 備中 かも川手延素麺（株） 昔奈良の手延べ麺づくりの手順に従って、うどんづくりにチャレンジ。 浅口市鴨方町小坂東1719-1

88 岡山県 備中 備中宇治彩りの山里農村公園 昔奈良の食生活を再現した各種食品加工体験。 高梁市宇治町穴田3487-3

89 岡山県 備中 大原観光果樹園 もぎたてのもも、リンゴ、梨をお腹いっぱいどうぞ。 新見市草間1204

90 岡山県 備中 草間自然休養村そば道場田舎屋 本格的なそば打ち職人の気分を味わえます。 新見市草間8729-2

91 岡山県 備中 夢すき公園 大中小3つの水車がとてもユニーク。 新見市神郷下神代1977-1

92 岡山県 備中 備中松山城 国重文の天守は日本一高い所に。天空の城として有名。 岡山県高梁市内山下1

93 岡山県 美作 つやま自然のふしぎ館 展示総数約2万4千点。 津山市山下

94 岡山県 美作 津山観光センター 津山市をはじめ県北エリアの観光情報が手に入る便利な施設。 津山市山下97ｰ1

95 岡山県 美作 津山城（鶴山公園） 西日本随一の桜の名所として知られ、秋は紅葉と名月が楽しめます。 津山市山下135

96 岡山県 美作 津山洋学資料館 幕末から明治初期にかけて活躍した津山市出身の蘭学者の資料を展示。「解体新書」の初版本も展示。 津山市西新町5

97 岡山県 美作 城東街並み保存地区 格子戸、なまこ壁といった城下町の姿を残す街並みで、江戸後期から昭和初期の建築様式がみられる城東むかし町家などがあります。 津山市西新町他

98 岡山県 美作 衆楽園 池泉回遊式の名園として知られ、冬の雪景色と夏のスイレンの花は見事です。 津山市山北628

99 岡山県 美作 神庭の滝自然公園 高さ110m・幅20mの豪壮な姿が見事。国指定の名勝。野生の猿も棲息しています。 真庭市神庭

100 岡山県 美作 備中鐘乳穴 県下最古の鍾乳洞。 真庭市上水田井殿

101 岡山県 美作 ひるぜんハーブガーデン「ハービル」 250種類のハーブと80種類の山菜が植えられた西日本最大のハーブガーデン。 真庭市蒜山西茅部1480-64

102 岡山県 美作 勝山町並み保存地区 白壁の土蔵や連子格子の家々など出雲街道の宿場町の面影を色濃く残す。現在、のれんのある町並みとしても有名。 真庭市勝山

103 岡山県 美作 旧遷喬尋常小学校 明治40年に建てられたルネッサンス風木造校舎で、現在、国の重要文化財に指定。映画のロケでもよく使われています。 真庭市鍋屋17-1

104 岡山県 美作 柵原ふれあい鉱山公園　鉱山資料館 明治～昭和に繁栄した鉱山の採掘、運搬風景を再現しています。 美咲町吉ヶ原394-2

105 岡山県 美作 奈義町現代美術館 荒川修作、岡崎和郎、宮脇愛子ら、現代美術家の作品を常設展示。 奈義町豊沢441

106 岡山県 美作 なぎビカリアミュージアム 町内で出土したビカリア（まき貝）を中心とした化石を展示。化石の発掘体験もできます。 奈義町柿1875

107 岡山県 美作 武蔵資料館 書や画に優れた才能を発揮した宮本武蔵の面影がたどれる資料館。 美作市宮本94-1

108 岡山県 美作 現代玩具博物館オルゴール夢館 世界の木のおもちゃ約6,000点やアンティークオルゴールを収蔵した博物館。 美作市湯郷319-2

109 岡山県 美作 美作市立作東美術館 「愛の画家」レイモン・ペイネの作品約140点の収蔵・展示、ロンダンの作「オルフェ」も展示。 美作市江見945

110 岡山県 美作 岡山国際サーキット F1レースも開催された国際レベルのサーキット場。 美作市滝宮1210

111 岡山県 美作 古町町並み保存地区 旧因幡街道の宿場町の一つ大原宿で、数奇屋造りの御殿と御成門などは往時のまま、本陣・脇本陣が現存。 美作市古町

112 岡山県 美作 妖精の森ガラス美術館 世界で初めてのウランガラス専門の美術館。吹きガラス体験もできます。 鏡野町上斎原666-5

113 岡山県 美作 新庄町並み保存地区 宿場町の街道沿いに植えられたがいせん桜は非常にすばらしい。旧出雲回答の宿場町として栄え、街道両脇のせせらぎは「音風景百選」に選ばれています。 新庄村上町他

114 岡山県 美作 グリーンヒルズ津山グラスハウス 年中常夏気分が味わえる、全面ガラス張りの温水遊泳施設。 津山市大田512

115 岡山県 美作 阿波温泉 静寂な山間に湧きでるラドンを含むアルカリ性単純の天然温泉。宿泊施設とレストランの「あば交流館」が隣接。 津山市阿波1200

116 岡山県 美作 まにわ温泉「白梅の湯」 泉質はアルカリ性単純泉。入湯のみの利用や温泉の持ち帰りも可能。 真庭市開田620

117 岡山県 美作 下湯原温泉ひまわり館 岩造りの露天風呂と犬猫専用露天風呂が自慢の温泉施設。 真庭市下湯原24-1

118 岡山県 美作 足温泉館 露天風呂付大浴場と５つの家族風呂を備えた入浴施設。 真庭市都喜足346-1

119 岡山県 美作 湯本温泉館（湯原ふれあい交流センター） 高齢者、身体の不自由な方向けの風呂も備えた温泉保養施設。 真庭市湯本23-2

120 岡山県 美作 蒜山やつか温泉快湯館 蒜山を望む絶好のロケーションが魅力。 真庭市蒜山上長田

121 岡山県 美作 津黒高原温泉（津黒高原荘） 四季折々の津黒山を眺めながら、のんびりとした気分にひたれる温泉施設。 真庭市蒜山下和1080

122 岡山県 美作 蒜山高原センター・ジョイフルパーク カントリーな大高原地帯にある遊園地で、スリル満天なアトラクションはもちろん、大自然のパノラマも楽しめます。 真庭市蒜山上福田1205-197

123 岡山県 美作 鏡野町営大釣温泉 奥津渓に近く野趣満点の入浴が楽しめます。 鏡野町奥津川西16-2

124 岡山県 美作 奥津温泉　花美人の里 花がいっぱいの温泉やフラワーアレンジメントの体験施設が人気です。 鏡野町奥津川西261

125 岡山県 美作 クアガーデンこのか さまざまな温泉と温水プールを備えた、自然の中のクア施設。隣に国民宿舎あり。 鏡野町上斎原446-1

126 岡山県 美作 のとろ温泉「天空の湯」 標高700mの山間地に位置し、丘やアmでは一番空に近い温泉です。湯量が豊富なため、「掛け流し」となっています。 鏡野町富西谷2091-10
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127 岡山県 美作 まきばの館 牛乳・チーズなどの加工工場、ふれあい動物広場、ハーブ園などがあります。 美咲町北2272

128 岡山県 美作 クアガーデン　武蔵の里 さまざまな効能を持つ16の温泉とプールが楽しめる温泉リゾート。隣に公共の宿泊施設あり。 美作市宮本82-1

129 岡山県 美作 あわくら温泉　湯ーとぴあ黄金泉 薬湯・ジェットバスなど8つの湯とあわくらそばが楽しめる温泉施設。 西粟倉村影石2072-6

130 岡山県 美作 湯郷鷺温泉館 静と動の対照的な二つの湯が楽しめる湯郷温泉の元湯。 美作市湯郷595-1

131 岡山県 美作 大芦高原温泉「雲海」 標高500mに広がる大芦高原にある温泉で、美しい景色と良質の温泉を楽しむ事ができます。 美作市上山1735

132 岡山県 美作 能登香の里小房（のとかのさとおぶさ） 田舎の里山風景が広がる農村型リゾートエリア。古民家風の「能登香の家」、コテージ、ログハウスなど宿泊施設、バーベキューハウス、紙すき体験工房、トレッキング、キャンプなど自然の中でさまざまな体験が楽しめます。 美作市小房5-1

133 岡山県 美作 おかやまファーマーズマーケット　ノースヴィレッジ 北欧風に整備された環境で、食の大切さや農業の楽しさが実感できるスポット。 勝央町岡1100

134 岡山県 美作 上田手すき和紙工房 津山箔合紙は岡山県指定の伝統的工芸品。紙すき体験もできます。 津山市上横野1874

135 岡山県 美作 クリエイト菅谷 大自然に包まれた空間で、木工・陶芸・そば打ち、やまめのつかみどりなど多くの体験が用意されています。 真庭市美甘1050-2

136 岡山県 美作 山田養蜂場みつばち農園 「いちご狩り」＆「ブルーベリー狩り」＆「ミツバチ観察」。採密体験などもできます。 鏡野町塚谷785-1

137 岡山県 美作 農村型リゾート南和気荘 陶芸の土ひねりなどの伝統工芸が体験できます。 美咲町藤田上357


