
2016 年度（平成 28年度）「西遊紀行」プロジェクトの取り組み

１ 西遊紀行プロジェクトのプロモーションについて

（１）平成 28年度ビジット・ジャパン地方連携事業を活用した取り組み

① 「観光ガイドマップ」の作成

海外のお客様がスムーズにご旅行いただけるとともに、瀬戸内地区や山陰地区の魅力あ

る観光素材やモデルコースを記載した「観光ガイドマップ」を作成します。このガイドマ

ップは４カ国語（英語、繁体字、タイ語、フランス語）で作成し海外の主な旅行会社や海

外の旅行博で配布する予定です。（平成28年 5月下旬ごろ完成）

② タイのテレビ番組を招聘する取材ツアーの実施

タイのテレビ番組「MAJIDE JAPAN」を招聘し、瀬戸内地区の魅力ある観光地や観光施設

等の取材・番組制作を行いタイのお客様に映像で西遊紀行の魅力をお伝えします。（平成

28年 11月下旬）

③ タイFITフェアへの出展

平成 28 年 6 月にタイで実施される個人旅行者（FIT）を対象とした FIT フェアで瀬戸

内地区、山陰地区の魅力ある観光地や観光施設等の情報発信を行い、タイのお客様に西遊

紀行の魅力をお伝えします。

（２） 関係自治体、観光関係団体等との取り組み

平成28年 6月の香港国際旅行展示会（ITE）をはじめ、東南アジアの旅行博等でのＰＲや

各自治体と連携した海外の旅行会社へのセールスを展開します。

２ 西遊紀行関連商品について

（１）【継続設定】西遊紀行「瀬戸内エリアパス」

平成27年 2月 26日に発表しました「西遊紀行」プロジェクトの一環として、平成 27年 7

月から関西から瀬戸内地区をターゲットにした「瀬戸内エリアパス」を設定しました。この商

品の更新期にあたり、さらに多くのお客様にご利用いただくため商品の内容を充実して継続設

定します。

岡山市内の路面電車・広島市内のバスや小豆島への航路を追加するとともに京都・奈良地

区及び松山～伊予大洲間、山口県内の支線（宇部線・小野田線）を拡大します。

① 発売期間 ２０１６年５月１０日～通年

② ご利用期間 ２０１６年７月０１日～通年

③ きっぷの内容

・有効期間 連続する５日間

・おねだん 海外発売 大人（12歳以上） 17,000 円、小児（6歳～11歳） 8,500 円

◇ 発 売 価 格 国内発売 大人（12歳以上） 18,000 円、小児（6歳～11歳） 9,000 円



・エリア内の次の運輸機関が乗り降り自由です

JR線 …関西空港から大阪・京都・奈良、山陽新幹線（新大阪～博多）全線、大阪から岡山・広島・

山口(下関まで)、岡山から栗林・琴平・松山等エリア内の特急列車(新幹線を含む)、快速・

普通列車の普通車自由席

バス・船…岡山電気軌道（路面電車、岡山駅～新岡山港）、両備フェリー（新岡山港～土庄港）

瀬戸内観光汽船（日生港～大部港）、小豆島フェリー（土庄港～高松港）

おのみちバス（尾道駅～今治駅）、中国JRバス（めいぷる～ぷ）

石崎汽船・瀬戸内海汽船（広島港～呉港～松山港）

JR西日本宮島フェリー（宮島口～宮島）

（ご利用自由周遊ゾーン）

④ 購入・利用資格

日本国以外のパスポートを所持している外国籍のお客さま（日本滞在日数が 90 日以内の短

期滞在者）のみを対象とし、引換・購入時にパスポートにて確認させていただきます。

⑤ 引換・発売箇所

・引換証発売箇所

「ジャパン・レール・パス」等の訪日外国人旅行者向け商品を発売している海外の旅行会社・

旅行代理店 等

・国内引換箇所・国内発売箇所

【西日本エリア】

関西空港駅、新大阪駅、大阪駅、岡山駅、広島駅、博多駅

【四国エリア】

高松駅、松山駅、ワープ高松支店、ワープ松山支店

※ＪＴＢ・日本旅行が別に指定する店舗で国内発売用を販売

⑥ 特 典

西遊紀行｢瀬戸内エリアパス｣を提示することで別表の特典を受けることができます。

（２）山陰地区が利用できる JR-WEST RAIL PASS

山陰地区は現在設定している「山陽・山陰エリアパス」、「山陰・岡山エリアパス」によ

り、より多くの訪日外国人旅行者にご利用いただけるよう取り組んでまいります。
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特典一覧

エリア 施設 特典内容
浦富海岸島めぐり遊覧船 乗船料割引　大人1,300円⇒1,100円
ご当地ファーム山の駅　大山望 大山望レストランソフトクリーム　350円⇒300円
砂丘会館 店内にて1,000円以上のお買い上げで、オリジナル梨ゼリーを1人1個プレゼント
塩谷定好写真記念館 入館者にフォトカード１枚プレゼント
賀露港市場食堂 お食事の方ソフトドリンク１杯サービス
渡辺美術館 入館料割引　大人900円⇒700円、大・高校生500円⇒400円、中・小学生300円⇒200円

大山ますみず高原天空リフト
天空リフト券割引　往復大人800円⇒700円・小人700円⇒600円
　　　　　　　　　　 　片道大人600円⇒500円・小人500円⇒400円

大漁市場　なかうら 店内でお買い物をされた方に粗品進呈
ミート＆デリイマガワ お肉屋スイーツ「フライドバームクーヘン」350⇒300円
せきがね湯命館 入浴料割引　大人７００円（１００円引）　小学生３５０円（５０円引き）
大山寺　本堂 参拝志納金割引（宝物館入館料を含む）・・・・通常料金の１００円引
大山寺支院　圓流院 参拝志納金割引・・・通常料金の１００円引
足立美術館 入館料割引き　大人2,300円⇒1,150円、ポストカード1枚プレゼント
島根県立美術館 企画展観覧料割引　1,000円⇒500円、しまねっこステッカープレゼント

古代出雲歴史博物館
観覧料割引 大人610円⇒300円、大学生410円⇒200円、小中高生200円⇒100円 小学生
以下無料（常設展・企画展とも）
ミュージアムショップでのお買い物代10％引き（一部の商品と書籍を除く）
ミュージアムカフェでの飲食代が10％引き。

石見銀山世界遺産センター 展示室観覧料割引　大人300円⇒200円　小中学生　150円⇒100円
オリジナルボールペン又はクリアファイルプレゼント

熊谷家住宅 入館料割引　大人500円⇒300円、小中学生100円⇒無料、ポストカードプレゼント
五百羅漢・羅漢寺 拝観料割引　大人500円⇒400円、鈴お守りプレゼント
大社観光案内所おもてなしステーション 縁結び箸プレゼント(先着200名)
岡山後楽園 入園料割引　大人400円⇒320円
岡山城 入園料割引　大人300円⇒240円、小人120円⇒100円
大原美術館 入館料割引　大人1,300円⇒1,100円
桃太郎のからくり博物館 入場料割引　大人600円⇒300円、小人400円⇒300円
BIC CAMERA 免税（8％）＋5％値引き
ドンキホーテ 免税（8％）＋１万円以上ご利用で500円割引
高島屋 免税（8％）＋高島屋ショッパーズカード（5％割引）プレゼント
マツモトキヨシ １万円以上お買い上げで３％割引、３万円以上お買い上げで５％割引
岡山一番街 インフォメーションで店舗で使える特典（免税・割引等）パンフレットプレゼント
銀河クルーズ ディナークルーズ料金割引　9,000円⇒8,000円※要事前予約(2ヶ月前から受付)
休暇村 大久野島 レンタサイクル利用で「兎人」シールプレゼント

VIST HIROSHIMA TOURIST PASS
small area 1,000円⇒900円
large area 3,000円⇒2,700円

パルコ広島店（本通り商店街内） インフォメーションカウンターで500円クーポンお渡し
二階建てオープンバス「めいぷるスカイ」 大人2,000円⇒1,500円、小児1,000円⇒750円
海峡ゆめタワー 入場料割引　大人600円⇒300円、小中学生　300円⇒150円
海峡ビューしものせき レストランでお食事をされた方にソフトドリンク１杯サービス
火の山ロープウェイ 団体割引適用　往復　大人　　500円⇒450円　　片道　300円⇒270円

　　　　　　　　　　　　　　学生　　500円⇒400円　　　　　　300円⇒240円
　　　　　　　　　　　　　　小学生 250円⇒200円　　　　　　150円⇒120円
　　　　　　　　　　　　　　幼児　　250円⇒160円　　　　　　150円⇒100円

関門汽船　門司港クルーズ 乗船料割引　大人800円⇒720円、小人400円⇒360円
湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」 オリジナルハンドタオルプレゼント
山口ふるさと伝承総合センター 大内塗箸作り体験　860円⇒700円（要事前予約。別途送料が必要）

防府市まちのえき　うめてらす
うめてらすに立ち寄られた方に「幸せますこはぜ」又は「うめてらすオリジナル手ぬぐい」をプレ
ゼント

ふく処　快 コース料理　10%割引　※12月を除く
やまぐちフラワーランド 入園料割引　大人500円⇒400円、小人250円⇒200円
大畠観光協会(土日は休館) ご来館の方先着200名様に粗品をプレゼント（なくなり次第終了）
月性展示館 入館料割引　大人200円⇒150円。（高校生以下無料）
やない西蔵 ご来館の方に柳井縞クリップをプレゼント
栗林公園 入園料割引　大人410円⇒320円、小人170円⇒140円

入園料割引　大人500円⇒400円、中・高校生300円⇒240円、小学生200円⇒160円
            　　　※催し物期間中は縦覧不可

寒霞渓ロープウェイ 運賃割引(往復利用)　大人1,350円⇒1,220円、小人680円⇒610円　※11月を除く
丸亀城 大人200円⇒160円、中・小100円⇒80円
今治タオル
(本店･今治国際ホテル店)
Coupon for tourist attraction for 松山市内の観光スポットがそれぞれ約2割引で利用できる
【割引になる施設】

松山城ロープウェイ･リフト（往復） 大人510円⇒410円、小人260円⇒210円
松山城天守 大人510円⇒410円、小人150円⇒120円
道後温泉本館　神の湯階下 大人410円⇒320円、小人160円⇒120円
道後温泉本館　神の湯２階席 大人840円⇒670円、小人420円⇒330円
坂の上の雲ミュージアム 大人400円⇒320円、65歳以上200円⇒160円
子規記念博物館 大人400円⇒320円、65歳以上200円⇒160円

　　松山－呉－広島航路利用者
　　　①松山観光港ターミナル
　　　②呉港中央桟橋ターミナル
　　　③広島港宇品旅客ターミナル

広島－松山航路を利用される方にオリジナル航路ＭＡＰ（英語版のみ）を進呈（先着500名
様）

(中央レンタサイクルターミナル･JR今治駅前臨時サイクリングターミナル)
レンタサイクル料20％OFF

来島海峡急流観潮船 乗船料割引　大人1,500円⇒1,200円、小人1,000円⇒800円
今治城 入園料割引　500円⇒400円　(18歳以下は無料)
村上水軍博物館 入館料割引　300円⇒240円　(18歳以下は無料)

お買い物をされた方にオリジナルブランド｢ふわり｣のミニタオル進呈

今治市レンタサイクル

旧金毘羅大芝居｢金丸座」
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