
ふ る さ と「 島 根 」た びふ る さ と「 島 根 」た び

城山西駐車場(7:30)→松江駅南口(7:50)→JR下府駅→
石見公民館 佐野分館　(現地ガイドさんの案内で往復3.4km
の広浜鉄道今福線をウオーキング)→旭温泉ホテル川隅(昼食)
→「天空の駅」旧三江線宇都井駅→
松江駅南口（17:00）→城山西駐車場(17:15)

日帰り
浜田幻の鉄道遺産

「広浜鉄道今福線」ウオーキングと
天空の駅「旧三江線宇都井駅」

幻の鉄道遺産
「広浜鉄道今福線」ウオーキングと
天空の駅「旧三江線宇都井駅」

幻の鉄道遺産
「広浜鉄道今福線」ウオーキングと
天空の駅「旧三江線宇都井駅」

No.3 幻の鉄道遺産
「広浜鉄道今福線」ウオーキングと
天空の駅「旧三江線宇都井駅」

No.3

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

お一人様11,500円11,500円11,500円お一人様11,500円11,500円11,500円お一人様11,500円11,500円11,500円旅行代金 お一人様11,500円旅行代金
大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円 小人

お一人様6,000円6,000円6,000円小人
お一人様6,000円6,000円6,000円小人
お一人様6,000円6,000円6,000円旅行代金 大人

お一人様9,000円 小人
お一人様6,000円旅行代金

大人
お一人様13,000円13,000円13,000円大人
お一人様13,000円13,000円13,000円大人
お一人様13,000円13,000円13,000円 小人

お一人様9,000円9,000円9,000円小人
お一人様9,000円9,000円9,000円小人
お一人様9,000円9,000円9,000円旅行代金 大人

お一人様13,000円 小人
お一人様9,000円旅行代金

大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円大人
お一人様9,000円9,000円9,000円 小人

お一人様6,000円6,000円6,000円小人
お一人様6,000円6,000円6,000円小人
お一人様6,000円6,000円6,000円旅行代金 大人

お一人様9,000円 小人
お一人様6,000円旅行代金

大人
お一人様9,500円9,500円9,500円大人
お一人様9,500円9,500円9,500円大人
お一人様9,500円9,500円9,500円 小人

お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様9,500円 小人
お一人様7,000円旅行代金

大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000円 小人

お一人様9,500円9,500円9,500円小人
お一人様9,500円9,500円9,500円小人
お一人様9,500円9,500円9,500円旅行代金 大人

お一人様14,000円 小人
お一人様9,500円旅行代金

（一社）益田市観光協会提供（一社）益田市観光協会提供

現地ガイド付現地ガイド付11月6日㊏11月6日㊏11月6日㊏出発日 11月6日㊏出発日

城山西駐車場(11:30)→松江駅南口(11:50)→由志園
「奇跡の絶景！！10万輪の天竺牡丹(ダリア)」(昼食)→
宍道湖観光遊覧船「はくちょう」→松江駅南口（16:45）
→城山西駐車場(17:00)

日帰り
松江由志園「池泉天竺牡丹」と

宍道湖遊覧船
由志園「池泉天竺牡丹」と
宍道湖遊覧船
由志園「池泉天竺牡丹」と
宍道湖遊覧船

No.1 由志園「池泉天竺牡丹」と
宍道湖遊覧船

No.1

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回

10月23日㊏10月23日㊏10月23日㊏出発日 10月23日㊏出発日

城山西駐車場(7:40)→松江駅南口(8:00)→
荒磯温泉 荒磯館(昼食)→医光寺→萬福寺→暁音寺→
益田市立雪舟の郷記念館→松江駅南口（19:30）→
城山西駐車場(19:45)

日帰り
益田再発見いわみ！！ 益田を楽しむ再発見いわみ！！ 益田を楽しむ再発見いわみ！！ 益田を楽しむNo.2 再発見いわみ！！ 益田を楽しむNo.2

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 4,500円　小人お一人様 3,000円
＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 4,500円　小人お一人様 3,000円

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 4,500円　小人お一人様 3,000円
＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 4,500円　小人お一人様 3,000円

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 8,000円　小人お一人様 4,500円
＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合
大人お一人様 8,000円　小人お一人様 4,500円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 10,000円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 10,000円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 6,500円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 6,500円

10月24日㊐10月24日㊐10月24日㊐出発日 10月24日㊐出発日

松江駅南口(8:30)→城山西駐車場(8:50)→松江しんじ湖温泉駅
　　　　　　　  雲州平田駅→鰐淵寺→いずも縁結び温泉ゆらり(昼食)
→一畑薬師(写経体験)→城山西駐車場(15:45) →松江駅南口（16:00）

日帰り
出雲紅葉の出雲路「鰐淵寺・一畑寺」紅葉の出雲路「鰐淵寺・一畑寺」紅葉の出雲路「鰐淵寺・一畑寺」No.4 紅葉の出雲路「鰐淵寺・一畑寺」No.4

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

11月13日㊏11月13日㊏11月13日㊏出発日 11月13日㊏出発日

ばたでん乗車

城山西駐車場(15:40)→松江駅南口(16:00)→宍道湖観光遊覧船
｢はくちょう｣サンセットクルーズ→由志園「イルミネーション」(夕食)
→松江駅南口（20:30）→城山西駐車場(20:45)

日帰り
松江由志園「イルミネーション」と宍道湖サンセットクルージング由志園「イルミネーション」と宍道湖サンセットクルージング由志園「イルミネーション」と宍道湖サンセットクルージングNo.5 由志園「イルミネーション」と宍道湖サンセットクルージングNo.5

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／夕食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／夕食１回
★11月／紅葉イルミネーション  ★11月／紅葉イルミネーション   ★12月／クリスマスイルミネーション ★12月／クリスマスイルミネーション

11月20日㊏・12月11日㊏11月20日㊏・12月11日㊏11月20日㊏・12月11日㊏出発日 11月20日㊏・12月11日㊏出発日

令和4年令和4年令和4年令和4年

お一人様15,000円15,000円15,000円お一人様15,000円15,000円15,000円お一人様15,000円15,000円15,000円旅行代金 お一人様15,000円旅行代金

城山西駐車場(7:00)→松江駅南口(7:20)→津和野 沙羅の木(昼食)
　殿町通り散策→太皷谷稲成神社→松江駅南口（19:15）→
城山西駐車場(19:30)

日帰り
津和野新春 初詣 太皷谷稲成神社新春 初詣 太皷谷稲成神社新春 初詣 太皷谷稲成神社No.7 新春 初詣 太皷谷稲成神社No.7

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

1月9日㊐1月9日㊐1月9日㊐出発日 1月9日㊐出発日

日帰り
出雲新春 初詣 出雲大社新春 初詣 出雲大社新春 初詣 出雲大社No.6 新春 初詣 出雲大社No.6

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回

1月1日㊏㊗1月1日㊏㊗1月1日㊏㊗出発日 1月1日㊏㊗出発日 令和4年

松江駅南口(8:30)→城山西駐車場(8:50)→松江しんじ湖温泉駅
　　　　　出雲大社前駅　出雲大社参拝→島根ワイナリー(昼食)
→松江駅南口（15:00）→城山西駐車場(15:15)
ばたでん乗車

○C 石見観光振興協議会○C 石見観光振興協議会

「＃We Love山陰キャンペーン」
島根県民の皆様を対象に島根県が認めた旅行商品を割引
する補助事業です。お出かけの際は、新型コロナウイルス感染予防や拡大防止に
取り組んでいただきますようお願いします。
県内の飲食店・土産店などで利用できる「しまねっこクーポン」付。
We Love山陰キャンペーンは一時停止中です（9月20日現在）。
再開された場合はWe Love山陰割引支援を適用します。その場合には交通局
ホームページにてお知らせします。

MATSUE CITY BUS

松江市交通局
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島根県観光キャラクター
「しまねっこ」
島観連許諾第6759号

お客様へのお願い コロナ対策

●旅行条件は松江市交通局募集型企画旅行約款によります。
●各コースとも最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。中止の場合
　は旅行開始日の14日前迄（日帰りについては開始日の4日前迄）にお客様にご連絡します。
●旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
●全てのツアーについて、係員（バスガイド又は案内人）が同行いたします。
●各コースの出発時間及び到着時間は、予定時間です。
●宿泊を伴うツアーの旅行代金について特に表示の無いものは、和室は定員、洋室は2名～
　3名1室の料金です。1人部屋をご希望の場合は、追加料金が必要となります。
●悪天候、その他諸事情により、やむを得ないときは旅行内容が変更となる場合がございます。
●各コースに明記した場所以外でも途中乗車が可能な場所があります。詳しくはお問い合わ
　せください。
●旅行契約が締結された場合においてお客様のご都合で旅行を取り消しされる際、下表に定
　める取消料を申し受けます。
●特別に注釈のない場合、旅行開始日を基準として中学生以上は大人代金、小学生は小人
　代金となります。
●写真は全てイメージです。

松江市交通局
島根県知事登録旅行業第2-13号  全国旅行業協会会員

総合旅行業務取扱管理者 安藤 秀美

旅行
主催

〒690-0038 島根県松江市平成町1751番地21

(受付時間  平日9：00～17：45)
TEL：0852-60-1113
FAX：0852-60-1126
E - m a i l：k a n k o u @m a t s u e - b u s . j p

21日目に当たる日以前の解除
20日目に当たる日以降の解除
10日目に当たる日以降の解除
7日目に当たる日以降の解除
旅行開始日前日の解除
旅行開始日当日の解除
旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の前日から起算して 日帰りコース 宿泊コース
          

旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の    100％

マイカーでお越しの方

駐車場ご利用の
お客様は事前に
ご連絡ください。

ホームページからもご予約できます。
松江市交通局ツアー 検索

島根県民会館島根県民会館

県警県警

島根県庁島根県庁

小泉八雲記念館小泉八雲記念館

松江城

遊覧船発着場遊覧船発着場

P

城
山
西
通
り

城
山
西
通
り

松江堀川
地ビール館
松江堀川
地ビール館

内中原
小学校
内中原
小学校

島根
ふるさと館
島根
ふるさと館

カラコロ工房

城山西駐車場
地ビール館向い
（普通車専用）

・日本バス協会の新型コロナウイルス
感染予防ガイドラインに基づく対策
を取り運行いたします。

・バス車内でのソーシャルディスタン
スを考慮して席割いたします。

・ツアー中はマスクの着用、乗車時の
アルコール消毒液での手指の消毒、
検温・健康状態の確認にご協力くだ
さい。

・ご出発当日、参加される皆様の体温
をチェックいたします。体温が37.5
度以上のお客様は、参加をご遠慮い
ただきますのでご了承ください。

・新型コロナウイルス感染拡大状況に
より旅行を中止・変更する場合があ
ります。

◉全コース松江市営バスでご案内します。
◉バス座席は原則としてお申し込み順とさせていただいております。満席の場合は相席に
　なる場合もございます。

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

市 バ ス

さんぽ

無  料

ツアー参加スタンプ用紙

スタンプ付与
有効期限

◆日帰り：1スタンプ　◆1泊2日：2スタンプ（1泊増すごとに1ポイント付与）

有効期限
初回

参加日より
1年間

※初回旅行参加日より1年間

Q1.どこで「市バス旅さんぽ」のツアーをお知りになりましたか？

Q2.今後、行きたい場所・ツアー企画のご要望があればご記入ください。

①DM ②友人・知人 ③HP・SNS ④その他（　　　　　　　　　　）

①日帰り（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②宿　泊（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏 名

フリガナ

住 所

TEL 年 齢 歳

男 ・ 女

〒　　　-

- -

〈アンケート〉

1 2

4 5

3

5スタンプ貯まると次回ツアー参加の際に、
500円引いたします。旅行参加時にご提出ください。



と な り 県「 鳥 取 」た びと な り 県「 鳥 取 」た び
日帰り
鳥取

○C 山陰海岸ジオパーク推進協議会○C 山陰海岸ジオパーク推進協議会

備北丘陵公園提供備北丘陵公園提供

大人
お一人様12,500円12,500円12,500円大人
お一人様12,500円12,500円12,500円大人
お一人様12,500円12,500円12,500円 小人

お一人様8,500円8,500円8,500円小人
お一人様8,500円8,500円8,500円小人
お一人様8,500円8,500円8,500円旅行代金 大人

お一人様12,500円 小人
お一人様8,500円旅行代金

大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円 小人

お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様10,000円 小人
お一人様7,000円旅行代金

大人お一人様16,000円16,000円16,000円大人お一人様16,000円16,000円16,000円大人お一人様16,000円16,000円16,000円
小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円

旅行代金 大人お一人様16,000円
小人お一人様
　　（同食） 13,000円

旅行代金

大人お一人様15,500円15,500円15,500円大人お一人様15,500円15,500円15,500円大人お一人様15,500円15,500円15,500円
小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円小人お一人様
　　（同食） 13,000円13,000円13,000円

旅行代金 大人お一人様15,500円
小人お一人様
　　（同食） 13,000円

旅行代金

大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円 小人

お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様10,000円 小人
お一人様7,000円旅行代金

大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円大人
お一人様10,000円10,000円10,000円 小人

お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円小人
お一人様7,000円7,000円7,000円旅行代金 大人

お一人様10,000円 小人
お一人様7,000円旅行代金

大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円大人
お一人様12,000円12,000円12,000円 小人

お一人様8,500円8,500円8,500円小人
お一人様8,500円8,500円8,500円小人
お一人様8,500円8,500円8,500円旅行代金 大人

お一人様12,000円 小人
お一人様8,500円旅行代金

県 外 た び県 外 た び

大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000円大人
お一人様14,000円14,000円14,000円
小人
お一人様9,500円9,500円9,500円小人
お一人様9,500円9,500円9,500円小人
お一人様9,500円9,500円9,500円

旅行代金 大人
お一人様14,000円
小人
お一人様9,500円

旅行代金

日帰り
津山・
鳥取

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

津山まなびの鉄道館・
智頭急行乗車と
大江ノ郷自然牧場

津山まなびの鉄道館・
智頭急行乗車と
大江ノ郷自然牧場

津山まなびの鉄道館・
智頭急行乗車と
大江ノ郷自然牧場

No.19 津山まなびの鉄道館・
智頭急行乗車と
大江ノ郷自然牧場

No.19

10月31日㊐10月31日㊐10月31日㊐出発日 10月31日㊐出発日

お一人様12,500円12,500円12,500円お一人様12,500円12,500円12,500円お一人様12,500円12,500円12,500円旅行代金 お一人様12,500円旅行代金

城山西駐車場(8:00)→松江駅南口(8:20)→
津山まなびの鉄道館→津山鶴山ホテル(昼食)
→大原駅　　　　　　　　　　恋山形駅→
大江ノ郷自然牧場(お買い物)→
松江駅南口(18:45）→城山西駐車場(19:00) 提供：（公社）津山市観光協会提供：（公社）津山市観光協会

（一社）飯南町観光協会（一社）飯南町観光協会

写真講師同行写真講師同行

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

11月15日㊊11月15日㊊11月15日㊊出発日 11月15日㊊出発日

日帰りそば打ち体験コースそば打ち体験コースそば打ち体験コースNo.10そば打ち体験コースNo.10

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→川西そば工房(そば打ち体験・昼食)→道の駅奥出雲おろちループ
→JR三井野原駅 　　　　　　　　　　　　　　JR木次駅→松江駅南口（17:00）→城山西駐車場(17:15)

奥出雲

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

11月13日㊏11月13日㊏11月13日㊏出発日 11月13日㊏出発日

日帰り奥出雲特産品めぐりコース奥出雲特産品めぐりコース奥出雲特産品めぐりコースNo.9 奥出雲特産品めぐりコースNo.9

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00) →JR木次駅　　　　　　　　　　　　　　　JR三井野原駅
→道の駅奥出雲おろちループ→斐乃上温泉 斐乃上荘（昼食）→舞茸奥出雲 竹崎（お買い物）→
簸上清酒（お買い物）→松江駅南口（16:30）→城山西駐車場(16:45)

奥出雲

智頭急行乗車

お一人様13,500円13,500円13,500円お一人様13,500円13,500円13,500円お一人様13,500円13,500円13,500円旅行代金 お一人様13,500円旅行代金

日帰り
鳥取・
鏡野

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

紅葉の大山と奥津渓散策紅葉の大山と奥津渓散策紅葉の大山と奥津渓散策No.20 紅葉の大山と奥津渓散策No.20

11月3日㊌㊗11月3日㊌㊗11月3日㊌㊗出発日 11月3日㊌㊗出発日

城山西駐車場(7:30)→松江駅南口(7:50)→大山桝水高原(天空リフト
で山頂展望台)→鍵掛峠展望台→奥津温泉 里山レストランAelu(昼食)
→奥津渓散策→松江駅南口(17:00）→城山西駐車場(17:15)

お一人様9,000円9,000円9,000円お一人様9,000円9,000円9,000円お一人様9,000円9,000円9,000円旅行代金 お一人様9,000円旅行代金

日帰り
庄原

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／なし　◆しゃまなみ助成ツアー●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／なし　◆しゃまなみ助成ツアー

備北丘陵公園 「備北イルミ」備北丘陵公園 「備北イルミ」備北丘陵公園 「備北イルミ」No.21 備北丘陵公園 「備北イルミ」No.21

12月18日㊏12月18日㊏12月18日㊏出発日 12月18日㊏出発日

城山西駐車場(14:40)→松江駅南口(15:00)→
国営備北丘陵公園(約３時間滞在・夕食各自)→
松江駅南口(22:00）→城山西駐車場(22:15)

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

大人
お一人様13,000円13,000円13,000円大人
お一人様13,000円13,000円13,000円大人
お一人様13,000円13,000円13,000円 小人

お一人様9,000円9,000円9,000円小人
お一人様9,000円9,000円9,000円小人
お一人様9,000円9,000円9,000円旅行代金 大人

お一人様13,000円 小人
お一人様9,000円旅行代金

◆しゃまなみ助成ツアー　◆県民によるＪＲ線利用促進事業補助金利用
●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回　
◆しゃまなみ助成ツアー　◆県民によるＪＲ線利用促進事業補助金利用
●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回　

11月13日㊏11月13日㊏11月13日㊏出発日 11月13日㊏出発日

日帰り紅葉の帝釈峡遊覧コース紅葉の帝釈峡遊覧コース紅葉の帝釈峡遊覧コースNo.8 紅葉の帝釈峡遊覧コースNo.8

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→JR木次駅　　　　　　　　　　　　 JR三井野原駅→
帝釈峡観光ホテル錦彩館(昼食)　帝釈峡遊覧船→松江駅南口（17:30）→城山西駐車場(17:45)

庄原

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

日帰りフォトツアー
奥出雲を訪ねて
フォトツアー
奥出雲を訪ねて
フォトツアー
奥出雲を訪ねて

No.13フォトツアー
奥出雲を訪ねて

No.13
奥出雲

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 7,000円　小人お一人様 4,250円＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 7,000円　小人お一人様 4,250円

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円

＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円＃We Love山陰キャンペーン割引適用の場合　大人お一人様 5,000円　小人お一人様 3,500円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 7,500円

＃We Love山陰キャンペーン
割引適用の場合　
お一人様 7,500円

ト ロ ッコ 列 車「 奥 出 雲 お ろ ち 号 」た びト ロ ッコ 列 車「 奥 出 雲 お ろ ち 号 」た び

＜ ＪR木次駅～ＪR三井野原駅乗車 ＞＜ ＪR木次駅～ＪR三井野原駅乗車 ＞＜ ＪR木次駅～ＪR三井野原駅乗車 ＞＜ ＪR木次駅～ＪR三井野原駅乗車 ＞

＜ ＪR宍道駅→ＪR木次駅乗車 ＞＜ ＪR宍道駅→ＪR木次駅乗車 ＞＜ ＪR宍道駅→ＪR木次駅乗車 ＞＜ ＪR宍道駅→ＪR木次駅乗車 ＞

城山西駐車場(8:30)→松江駅南口(8:50)→富益神社(富貴が増す)
→豊榮神社(豊かさと繁栄を招く)→琴浦町 魚料理 海(昼食)→
福富神社(幸福と富貴を招く)→福積神社(福が積み重なる)→
松江駅南口（16:30）→城山西駐車場(16:45)

No.14No.14

お一人様10,000円10,000円10,000円お一人様10,000円10,000円10,000円お一人様10,000円10,000円10,000円旅行代金 お一人様10,000円旅行代金
●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／昼食１回 
●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／昼食１回 

11月21日㊐11月21日㊐11月21日㊐出発日 11月21日㊐出発日

第1回第1回

城山西駐車場(9:30)→松江駅南口(9:50)→樂樂福神社(楽しい生活と
幸福を招く)→日南町井谷旅館(昼食)→福榮神社(幸運を呼び込み、
繁栄を招く)→福成神社(福に成る、成功祈願)→金持神社(金運上昇)
→松江駅南口（16:30）→城山西駐車場(16:45)

No.15

11月28日㊐11月28日㊐11月28日㊐出発日 11月28日㊐出発日

第2回第2回

因幡伯耆國
「開運八社巡り」

鳥取砂丘
　かに尽くし料理

11月7日㊐11月7日㊐11月7日㊐出発日 11月7日㊐出発日

紅葉の因幡路
「雨滝と智頭町散策」
紅葉の因幡路
「雨滝と智頭町散策」
紅葉の因幡路
「雨滝と智頭町散策」

No.16紅葉の因幡路
「雨滝と智頭町散策」

No.16

●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／昼食１回
●募集人数／20名（最少催行人員15名） 
●食事／昼食１回

城山西駐車場(8:00)→松江駅南口(8:20)→紅葉の雨滝→
豆腐料理あめだき(昼食)→智頭町(石谷家住宅・諏訪神社)
→松江駅南口（18:30）→城山西駐車場(18:45)

日帰り
鳥取

・姿ずわいがに・焼きがに・かに刺し
・かにすき鍋・かにチラシ・かに茶碗蒸し
・かに味噌・かに甲羅グラタン
・鳥取砂丘らっきょう

お
品
書
き

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回

オプション：着物レンタル（堀川小町）ご希望の方は別途3,000円（税込）オプション：着物レンタル（堀川小町）ご希望の方は別途3,000円（税込）

11月7日㊐11月7日㊐11月7日㊐出発日 11月7日㊐出発日

11月20日㊏11月20日㊏11月20日㊏出発日 11月20日㊏出発日

日帰り可部屋集成館と絲原記念館コース可部屋集成館と絲原記念館コース可部屋集成館と絲原記念館コースNo.12可部屋集成館と絲原記念館コースNo.12

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→JR宍道駅
JR木次駅→可部屋集成館・櫻井家住宅→仁多米食堂(昼食)→
絲原記念館→松江駅南口（16:00）→城山西駐車場(16:15)

奥出雲

●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回●募集人数／20名（最少催行人員15名） ●食事／昼食１回

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回

10月31日㊐10月31日㊐10月31日㊐出発日 10月31日㊐出発日

日帰りリンゴ狩りコースリンゴ狩りコースリンゴ狩りコースNo.11リンゴ狩りコースNo.11

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→JR宍道駅　　　　　　　　　
JR木次駅→赤来高原観光りんご園→道の駅頓原(昼食)→
松江駅南口（14:30）→城山西駐車場(14:45)

飯南

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

城山西駐車場(8:10)→松江駅南口(8:30)→JR宍道駅
JR木次駅→奥出雲葡萄園→仁多米食堂(昼食)→鬼の舌震→
奥出雲たたらと刀剣館→松江駅南口（16:30）→城山西駐車場(16:45)

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

令和
4年

令和
4年

1月15日㊏・23日㊐1月15日㊏・23日㊐1月15日㊏・23日㊐出発日 1月15日㊏・23日㊐出発日

2月13日㊐2月13日㊐2月13日㊐2月13日㊐

壽城コース壽城コース壽城コースNo.18壽城コースNo.18

12月12日㊐・19日㊐12月12日㊐・19日㊐12月12日㊐・19日㊐出発日 12月12日㊐・19日㊐出発日

日帰り
鳥取

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→
砂丘センター 見晴らしの丘（カニ尽くし料理）各自
観光リフトで鳥取砂丘→鳥取砂丘 砂の美術館→
松江駅南口(16:45）→城山西駐車場(17:00)

●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回●募集人数／30名（最少催行人員20名） ●食事／昼食１回

砂の美術館コース砂の美術館コース砂の美術館コースNo.17砂の美術館コースNo.17

城山西駐車場(8:40)→松江駅南口(9:00)→
砂丘センター 見晴らしの丘（カニ尽くし料理）
各自観光リフトで鳥取砂丘→お菓子の壽城→
松江駅南口(16:30）→城山西駐車場(16:45)

開運

手ぬぐ
い付

ナガオカ屋と
コラボツアー

堀川小町とコラボツアー


