
50歳以上の皆様に、ゆったりとした鉄道の旅を 

楽しんでいただくためのご提案です。 

～「山陰フリーパス５０」新発売～ 

平成２６年６月６日 

西日本旅客鉄道株式会社 

歩きたくなる町並みや感動的な風景、地元の人たちとのふれあい、旬の味覚や温泉に癒され、巡るたび

に新たな発見や感動がある･･･。西日本にはそんな魅力が各地にあります。 

今回は、「ゆっくりと時間をかけて、鉄道の旅を楽しみたい。」「降りたことのない駅で降りてみて、地元

の空気を感じたり人との触れ合いを楽しみたい。」こういったお客様からの声にお応えしたご提案です。 

まずは、出雲大社の平成の大遷宮、三朝温泉の開湯850年をはじめ、話題の尽きない山陰エリアを楽し

んでいただきたいと思います。島根県・鳥取県の魅力をじっくり味わっていただけるよう、地元の皆様に、

沿線の各地で、さまざまな特別プランや特典をご用意いただきました。これらと沿線各駅近辺の観光情報

を、駅等でお配りするパンフレットやＷｅｂサイト｢ＪＲおでかけネット｣にてご紹介いたします。 

また、そのためのおトクなきっぷもご用意いたしました。名称は「山陰フリーパス５０」。５０歳以上の

方が対象で、山陰エリアまでの往復は新幹線・特急列車、そして、島根・鳥取両県にまたがる自由周遊区

間は４日間乗り放題となっており、お一人様からご利用いただけます。 

この夏は、「山陰フリーパス５０」で、お客様の思いの通りに、ご自身のペースで、沿線各地の溢れる魅

力を感じていただきたいと思います。 

「山陰フリーパス５０」の主なポイント（商品概要：別紙1） 

○島根・鳥取両県にまたがる自由周遊区間が、連続４日間乗り放題！ 

○山陰エリアまでは、新幹線・特急列車の普通車指定席で快適に！ 

○５０歳以上の方であれば、お一人様からご利用可能！ 

○ジパング倶楽部会員様は、さらにおトクな価格に！ 

○自由周遊区間の各地で「山陰フリーパス５０」ご利用のお客様だけの特典(別紙2)をご用意！ 

【発 売 期 間】平成２６年６月１８日（水）～平成２６年９月２０日（土） 

※ご利用開始日の１カ月前から ７日前までの発売 

【利 用 期 間】平成２６年７月１８日（金）～平成２６年９月３０日（火）の連続する４日間 

※但し、８月１１日～２０日は 除きます。 

【お ね だ ん】お一人様 往復新幹線・特急列車普通車指定席利用 

（※）博多⇔松江間の往復乗車券と新幹線（のぞみ）・特急列車普通車指定席（通常期）のおねだん 

博多発 小倉発 
（参考） 

博多 ⇔ 松江 

通常のおねだん（※） 

５０歳以上の方 19,000円 18,000円 
32,640円 

ジパング倶楽部会員さま 18,000円 17,000円 



別紙１ 

「山陰フリーパス５０」商品概要 

１．発売期間 
平成２６年 ６月１８日（水）～平成２６年 ９月２０日（土）

※ご利用開始日の１カ月前から７日前まで発売します。
※平成２６年９月２７日（土）出発分まで発売

２．設定期間 
平成２６年 ７月１８日（金）～平成２６年 ９月３０日（火）

※平成２６年８月１１日（月）～２０日（水）はご利用できません。

３．有効期間 
  連続する４日間

４．発売条件 
  （１）発地から自由周遊区間まで、指定された経由を利用される場合に限り発売いたします。

（２）５０歳以上であればお一人様からご利用いただけます。ご旅行中は年齢を証明するもの（健康保険証等）
を携行してください。
なお、ジパング倶楽部会員様にはさらにおトクなおねだんで設定いたします。ご購入時及びご旅行中は
ジパング倶楽部会員証を提示・携行してください。

５．きっぷの効力 
  （１）発駅⇔岡山駅間は新幹線普通車指定席、岡山駅から自由周遊区間は特急列車「やくも号」の普通車指定

席がご利用いただけます。また、復路に限り岡山駅まで寝台特急「サンライズ出雲号」のノビノビ座席
もご利用いただけます。

（２）自由周遊区間は、きっぷの有効期間内に限り、特急・普通列車普通車自由席がご利用いただけます。
（３）自由周遊区間以外の途中駅で下車された場合は、前途無効となります。
（４）新幹線・特急列車普通車指定席をご利用の際は、あらかじめ発売箇所のみどりの窓口等で座席の指定を

受けて下さい。
（５）各種割引の適用はございません。
（６）指定した列車の出発時刻前までに１回に限り指定席の変更ができます。
（７）ご利用開始日の変更は、発売可能な範囲で、使用開始前１回に限り可能です。

６．自由周遊区間 

７．発売価格 

博多発 小倉発 

５０歳以上の方 19,000円 18,000円 

ジパング倶楽部会員さま 18,000円 17,000円 

鳥取 東浜

智頭

那岐

米子

倉吉松江

境港

伯耆大山

上石見

宍道

伊賀和志

江津益田

油木

出雲市



８．駅レンタカーご利用キャンペーン（８/１１～２０は除く） 

「山陰フリーパス５０」とセットで山陰エリア（※）の駅レンタカー（Ｓクラス）が２４時間１台２,０６０円 
（税込）でご利用いただけます。（1回に限る） 
 ※営業所： 鳥取・倉吉・米子・松江・出雲市 
        土日祝日のみ安来（安来市観光案内所内）及び 境港（境港市観光案内所内） 
        なお、 安来・境港は電気自動車（日産 ＬＥＡＦ）利用に限ります。 

【お申込み】駅レンタカー西日本予約センター        
００８８-２４-４１９０(営業時間 ９:００～１８:００) 
インターネット  http://www.ekiren.com/（ご利用の３日前まで） 

・事前の予約が必要です。（台数には限りがあるため、予約できない場合もございます。） 
・料金は現地でのお支払いになります。 
・ご利用いただける車種はＳクラス（１,０００～１,３００㏄）に限ります。 
・おねだんは消費税込みです。免責補償料、乗捨費用、その他オプションにかかる費用は別途必要となります。 

  ※２４時間を越える場合は、別途所定の超過料金がかかります。 
・駅レンタカーご利用キャンペーンは、きっぷの有効期間中１回のみとします。 

※ご利用の際にはレンタカーに乗車される人数分の「レンタカー利用券」を回収いたします。 
 

９．ジパング倶楽部について 
 ・会員になれば全国のＪＲ線の運賃・料金が最大３割引となるＪＲグループの会員組織「ジパング倶楽部」の 

会員さまには、さらにおトクな価格の「山陰フリーパス５０」(ジパング倶楽部会員さま用)をご用意いたし 
ましたので、この機会にぜひご入会ください。 

 ・「山陰フリーパス５０」(ジパング倶楽部会員さま用)ご購入時にご提示をいただく会員証の発行については、 
ご入会お申し込みから通常約２週間必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
１０．発売箇所 

  新幹線博多駅・新幹線小倉駅・博多南駅のみどりの窓口または主な旅行会社 



別紙２　特典一覧

○お茶にスポットをあてた特別企画

プラン名 概要 お問い合わせ先

松江歴史館観覧（基本展示）と上生菓子・抹茶特別セットプラン

松江城天守を借景に、出雲地方ならではの四季折々の
日本庭園を眺めながら、現代の名工「伊丹二夫」氏の創
作生菓子とお抹茶をお楽しみください。
●料金：お一人様1,000円

松江歴史館
0852-32-1607

安来清水寺精進料理・お抹茶プラン（安来市2次交通利用券付き）

安来清水寺内の食事施設での精進料理、清水寺光明閣
書院庭園でのお抹茶、安来市内で利用可能なタクシー券
（1,000円分）、安来市イエローバス1日乗車券（又は安来
駅構内のプラザで利用可能な金券500円分）の4点がセッ
トになった特別企画
●料金：お一人様3,000円

安来市観光協会(安来駅構
内観光交流プラザ内)
0854-23-7667

出雲大社 北島国造館　「亀山カフェ」限定メニュー

北島国造館「亀山カフェ」で境内パワースポットの滝を観
ながら、抹茶等と国造家に伝わる特別なお菓子をセットに
した限定メニューを提供いたします。
●料金：お一人様1,500円

出雲大社 北島国造館
0853-53-2525

○三朝温泉開湯850年を記念した特別企画

プラン名 概要 お問い合わせ先

みささ美術館　館内ツアー＆ミニコンサートプラン

弦楽器製作に使う道具や製作体験の現場などをご案内
の後（約30分）、鳥取県出身の作曲家による作品を弦楽
器の生演奏(ヴィオラ)にて鑑賞(約20分)。
コーヒー、お茶菓子付
●料金：お一人様1,900円

みささ美術館
0858-43-3111

三徳山秘仏特別拝観限定企画
『三徳山阿弥陀札（五色紐付）プレゼント』

三徳山三佛寺では、三佛寺の名前の由来である三仏の１
つ、秘仏『阿弥陀如来像』を平成26年7月18日から10月18
日まで特別拝観します。1,300年を超える三徳山の歴史の
中で2回目となる今回の特別拝観に合わせ、三朝温泉宿
泊のお客様限定で、特別祈願された『三徳山阿弥陀札
（五色紐付）』を1人1枚プレゼントいたします。
※入山料が別途必要（特別企画価格350円）

『三徳山阿弥陀札（五色紐付）』・・・極楽浄土をもたらす阿
弥陀如来にあやかる、五色紐付きの結縁お札。五色紐は
仏様そのものを表しており、五色紐にふれることにより仏
様との縁を結びご利益があるといわれています。

三徳山三佛寺
0858-43-2666

○特別プラン

プラン名 概要 お問い合わせ先

智頭町森林セラピー(R)特別プラン

森林セラピー、ストレス度チェックと智頭駅から会場まで
の送迎を含んだ特別プラン
●料金：ガイド1名につき、半日コース8,000円（約3時間）、
1日コース13,000円（約7時間）
※保険代、水、セラピーおやつ代金含む
※ガイド1名につき6名様までご案内できます。

智頭町森林セラピー推進協
議会
0858-76-1111

八百万神、からさでの社『万九千神社』で「諸願成就の特別祈願」

今年１１１年ぶりの造営遷宮が予定されている万九千神
社。神在月の最後に八百万の神々が参集し、会議を締め
くくる宴「直会」を催すというこの神社で、特別祈願と新し
い社殿の造営現場を特別公開。
●玉串料（祈願料）：お一人様3,000円から

万九千神社
080-5237-9060

※掲載している料金はすべて税込表記です。
※掲載の情報は2014年5月20日現在のものです。都合により内容が変更となる場合があります。
※各プランの設定日・申込方法・利用条件等詳細については、お問い合わせください。



○観光周遊バスプラン

プラン名 概要 お問い合わせ先

鳥取因幡Ｇバス

●内容：鳥取砂丘や浦富海岸等の山陰海岸Ｇｅｏｐａｒｋを
Ｇｕｒｕｒｉ（ぐるり）めぐるＧｏｏｄな、鳥取の大自然を満喫でき
るバスツアー。

●出発日：平成26年7月20日～9月28日の毎週日曜日お
よび7月21日・9月15日
●行程：三朝温泉バス停（9:00発）⇒はわい温泉バス停
（9:30発）⇒JR鳥取駅南口・富国生命ビル前（10:30発）⇒
浦富海岸島めぐり遊覧船⇒岩美町の【漁師料理】を堪能
⇒山陰海岸学習館＆クラフト製作体験⇒砂の美術館/鳥
取砂丘（砂丘会館でお買物）⇒因幡の新鮮魚介＆大地の
恵みお買物（賀露）⇒JR鳥取駅南口（16:30着）
●料金：お一人様2,500円（バス代金、遊覧船・体験/入館
料・昼食付）

（一社）鳥取市観光コンベン
ション協会
0857-26-0756

バスで巡る！！とっとり中部漫遊紀

●内容：鳥取中部を巡るならこれ！歴史、文化、温泉の
魅力が詰まった山と海2種類のコースが選べるバスツ
アー！！

●出発日・行程：7/19, 8/2, 8/30, 9/6, 9/20出発　山並
コース　倉吉駅（9:40発）⇒白壁土蔵群・赤瓦⇒やまもり温
泉キャンプ場⇒清流遊YOU村（昼食）⇒三朝温泉（下車
可）⇒倉吉駅（15:20着）
7/26, 8/9, 8/23, 9/13, 9/27出発　海辺コース　倉吉駅
（9:40発）⇒青山剛昌ふるさと館⇒物産館ことうら⇒東伯イ
ン（昼食）⇒伯耆国一ノ宮倭文神社⇒ハワイ夢マート⇒倉
吉駅（15:20着）
●料金：お一人様2,500円（バス代金、体験/入館料・昼食
付）

㈱農協観光鳥取支店
0857-26-0602

ご縁の国しまね パワースポットバス

●内容：「出雲大社」や、鏡の池占いの「八重垣神社」など
人気のスポットを巡るツアーバス。立寄先では出雲神話
語り部の会のガイドさんがご案内します。

●出発日：平成26年7月19日～9月28日の土日祝日
●行程：JR松江駅南口・松江ユニバーサルホテル本館前
（8:30発）⇒松江しんじ湖温泉駅（8:45発）⇒玉造温泉ゆ〜
ゆ前(9:15発)⇒出雲大社⇒稲佐の浜⇒須佐神社⇒八重
垣神社⇒JR松江駅南口(16:30着)⇒松江しんじ湖温泉駅
(16:45着)⇒玉造温泉ゆ〜ゆ前(17:05着)
●料金：お一人様2,500円（バス代金）

㈱一畑トラベルサービス
0852-21-0277

石見銀山らとちゃんバス

●内容：松江駅・玉造温泉・出雲市駅と世界遺産石見銀
山を結ぶアクセスバス。

●出発日：平成26年9月6日～9月28日の土日祝日
●行程：JR松江駅南口（9:00）⇒玉造温泉ゆ～ゆ前（9:20）
⇒JR出雲市駅北口（10:20）⇒⇒石見銀山世界遺産セン
ター（11:40着）⇒石見銀山公園（11:45着／15:30発）⇒JR
出雲市駅北口（16:30）⇒玉造温泉ゆ～ゆ前（17:30）⇒JR
松江駅南口（17:45）
●料金：お一人様2,500円（バス代金）

㈱一畑トラベルサービス
0852-21-0277

※各プランの設定日・申込方法・利用条件等詳細については、お問い合わせください。

※掲載している料金はすべて税込表記です。
※掲載の情報は2014年5月20日現在のものです。都合により内容が変更となる場合があります。



○観光施設の料金割引・プレゼント

施設名 概要 お問い合わせ先

島根県立美術館
①入場料を団体料金（企画展・コレクション展1150円⇒
920円）
②レストランにて5%引き

島根県立美術館
0852-55-4700

松江城
天守閣登閣料560円⇒440円 松江城山公園管理事務所

0852-21-4030

松江堀川遊覧船　ぐるっと松江「堀川めぐり」 乗船料1,230円⇒1,020円
堀川遊覧船管理事務所
0852-27-0417

足立美術館 入館料2300円⇒2100円
足立美術館
0854-28-7111

石見銀山世界遺産センター
①展示料金通常300円⇒250円
②石見銀山オリジナルトートバッグとオリジナルグッズプ
レゼント

石見銀山世界遺産センター
0854-89-0183

島根県立古代出雲歴史博物館
常設展通常610円⇒490円　企画展通常700円⇒630円
セット券（常設展＋企画展） 通常1,000円⇒870円

島根県立古代出雲歴史博
物館
0853-53-8600

水木しげる記念館 「オリジナルノベルティ」をプレゼント
水木しげる記念館
0859-42-2171

とっとり花回廊 「花の種」をプレゼント
とっとり花回廊
0859-48-3030

鳥取二十世紀梨記念館　なしっこ館 入館料300円⇒240円
鳥取二十世紀梨記念館 な
しっこ館
0858-23-1174

中国庭園「燕趙園」 入館料500円⇒400円
中国庭園「燕趙園」
0858-32-2180

鳥取砂丘　砂の美術館
入館者に専用券（案内券）と引換えで、「砂の美術館ポス
トカード」プレゼント

鳥取砂丘 砂の美術館
0857-20-2231

浦富海岸島めぐり遊覧船

小型船うらどめ号通常2,100円⇒1,900円
※うらどめ号運休時で、島めぐり遊覧船（大型遊覧船）運
航の場合は、島めぐり遊覧船を割引 通常1,300円⇒1,100
円

山陰松島遊覧（株）
0857-73-1212

※利用条件等詳細については、お問い合わせください。

※掲載している料金はすべて税込表記です。
※掲載の情報は2014年5月20日現在のものです。都合により内容が変更となる場合があります。
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