
2023真庭観光タクシー　立寄り指定施設 (ジャンル別表)

エリア 【観光施設】 ジャンル エリア 【食事】 ジャンル

蒜山 ヒルゼン高原センター 観光施設(遊園地)・食事・土産 蒜山 おさわぎ処　龍泉 食事

蒜山ハーブガーデンハービル 観光施設(植物園)・食事 ＩＬ　ＲＩＣＯＴＴＡＲＯ 食事・土産

やつか温泉「快湯館」 観光施設(温泉) 蒜山家きんべえ 食事

ヒルゼンホースパーク 観光施設(乗馬) もりくらす 食事

冒険の森inひるぜん 観光施設(アドベンチャーパーク) トラットリァケナル 食事

鬼女台展望休憩所 観光施設(展望台) 湯原 下湯原温泉ひまわり館 食事・土産

蒜山塩釜養魚センター 観光施設(釣り堀・つかみ取り) 福寿司 食事

蒜山サイクリングサービス 観光施設(レンタサイクル) 勝山 お食事処NISIKURA 食事

蒜山高原カルチベート観光ブルーベリー園 観光施設(農園) 宮文 食事

美甘 玉泉寺 観光施設(寺院) うどん処本峰 食事

勝山 サンフォレストゴルフクラブ 観光施設(ゴルフ場) 郷宿 食事

勝山文化往来館ひしお 観光施設(文化交流) 割烹中山 食事

ノザキサイクル 観光施設(レンタサイクル) 手打そば　一心庵 食事

久世 久世エスパスセンター 観光施設(文化交流) 嶋屋 食事

大津神社 観光施設(神社) CAFÉ bird 食事

毎来寺 観光施設(寺院) ぴのきお 食事

正法山　興善寺 観光施設(寺院) Nostalgie Cafeろまん亭 食事

落合 花の山寺　普門寺 観光施設(寺院) 久世 割烹旅館おかもと 宿泊・食事

福聚山 清水寺 観光施設(寺院) ピッツェリア　イル　ターボロ 食事

木山寺 観光施設(寺院) 懐石　嘉祥 食事

荘厳山 佛土寺 観光施設(寺院) まにわ家 食事

北房 備中高原北房カントリー倶楽部 観光施設(ゴルフ場) チキンショップまつおか 食事

よしだ葡萄園 観光施設(農園) 白寿庵 食事

そば処やま田 食事

エリア 【食事】 ジャンル 七屋 食事

蒜山 ヒルゼン高原センター 観光施設(遊園地)・食事・土産 落合 真庭あぐりガーデン 食事・土産

そばの館 食事 道の駅醍醐の里 食事・土産

WOOD　PAO 食事 手打ちうどん＆喫茶丸萬 食事

蒜山ハーブガーデンハービル 観光施設(植物園)・食事 ジェラートショップ醍醐桜 食事

ひるぜんワイン 食事・土産 和洋レストラン中元 食事

悠悠 食事 北房 北房ほたる庵 食事

ひるぜん塩釜キャンピングビレッジ 宿泊・食事 きよとうカフェ 食事

ひるぜん大将 食事 奥吉備ほくぼう　なかつい陣屋 宿泊・食事

粋呑房 食事 うどん喫茶　もみぢの里 食事

高原亭 食事 Restaurant　ＡＱＵＡ　 食事

ラフォーレひるぜん 宿泊・食事 お食事処ひさまつ 食事

やまな食堂 食事 旅人食堂 食事

新庄村 道の駅がいせん桜新庄宿 食事・土産



2023真庭観光タクシー　立寄り指定施設 (ジャンル別表)

エリア 【宿泊施設】 ジャンル エリア 【土産】 ジャンル

蒜山 休暇村蒜山高原 宿泊 蒜山 新田菓子舗 土産

津黒高原荘 宿泊 ヒルゼン高原センター 観光施設(遊園地)・食事・土産

ホテル蒜山ヒルズ 宿泊 道の駅「風の家」 土産

ひるぜん塩釜キャンピングビレッジ 宿泊・食事 ひるぜんワイン 食事・土産

岡山ひるぜん貸別荘ピーターパン 宿泊 八束ふるさとふれあい特産館 土産

森林浴の小宿　湯船荘・栗工房ゆぶね 宿泊 ＩＬ　ＲＩＣＯＴＴＡＲＯ 食事・土産

蒜山高原だんだん村 宿泊 ヒルゼンミルキー株式会社 土産

ペンションみきのや 宿泊 槙本風味堂 土産

湯原 湯の蔵つるや 宿泊 みかもストアー 土産

我無らん 宿泊 湯原 下湯原温泉ひまわり館 食事・土産

湯原国際観光ホテル菊之湯 宿泊 木工房もものたね 土産

ゆばらの宿米屋 宿泊 ガラス工房とよもと 土産

プチホテルゆばらリゾート 宿泊 ＭＯＭＯ工房 土産

湯快感　花やしき 宿泊 勝山 勝山木材ふれあい会館 土産

油屋 宿泊 前田菓子店 土産

湯原温泉　森のホテルロシュフォール 宿泊 やあとうせ喜志家 土産

湯めぐりの宿　松の家　花泉 宿泊 ひのき草木染織工房 土産

湯あがり処旅籠なかや 宿泊 久世 河野酢味噌製造工場 土産

郷緑館 宿泊 フードショップスミダ 土産

旅館かじか荘 宿泊 苦田商店 土産

八景 宿泊 黒田酒店 土産

美甘 しげや旅館 宿泊 落合 古見屋羊羹 土産

クリエイト菅谷 宿泊 真庭あぐりガーデン 食事・土産

勝山 民宿小山 宿泊 道の駅醍醐の里 食事・土産

民宿旅館ふなつ 宿泊 妹尾農場 土産

原田旅館 宿泊 フレッシュベーカリー・ソレイユ 土産

久世 割烹旅館おかもと 宿泊・食事 若田醤油店 土産

真庭シティホテルサンライズ 宿泊 森田醤油醸造元 土産

大庭屋旅館 宿泊 北房 落酒造場 土産

上かじや旅館 宿泊 新庄村 道の駅がいせん桜新庄宿 食事・土産

以志井鮨割烹 タウンホテル石井 宿泊

落合 UEDA　VILLAGE 宿泊

北房 奥吉備ほくぼう　なかつい陣屋 宿泊・食事

旅館滝沢 宿泊

新庄村 須貝邸 宿泊


