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 長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」は、この度、2022年の秋期に２往復特別運行します。ご乗車の京

阪神からお越しのお客様に、山陰への旅をより楽しんでいただきたい！また、山陰にお越しいただきた

い！という想いから、地域と一体となった特別企画・おもてなしを準備し、銀河ご乗車のお客様のお越

しを歓迎いたします！ 

【参考】運行日 

（１）鉄道編「WEST EXPRESS 銀河で行く 山陰鉄道開業 120周年記念 名車両展示会」 

 【往路】10/31（月）新大阪駅 22:17発 ～ 11/1（火）米子駅 7:46着 

 【復路】11/2（水）米子駅 17:48発 ～ 11/3（木・祝）京都駅 6:43着 

（２）神在月編「WEST EXPRESS 銀河で行く 神在月の山陰へ 列車ご縁旅」 

【往路】11/4（金）新大阪駅 22:17発 ～ 11/5（土）出雲市駅 9:31着 

【復路】11/5（土）出雲市駅 16:00発 ～ 11/6（日）京都駅 6:43着 

１．特別企画・乗車特典 （一部抜粋） 

（１）鉄道編「WEST EXPRESS 銀河で行く 山陰鉄道開業 120周年記念 名車両展示会」          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

2022秋の特別運行 

「WEST EXPRESS 銀河」山陰方面に運行 おもてなしの詳細について 
 

○扇形機関庫見学 

現在もディーゼル機関車等の検査を実施している扇形機関庫を、特別に公開！ 

中国地方の扇形機関庫は、津山と米子しか残っておらず、貴重な施設！ 

○山陰鉄道開業 120周年記念 銀河歓迎セレモニー 

～特別な「WEST EXPRESS 銀河」のお出迎え～ 

鳥取県知事、米子市長、境港市長、大山町長、山陰支社長、米子駅長にご出席いただき、地域全体

でお出迎えし、皆さまを歓迎します！ 

また、米子城武者隊の演舞、米子市、境港市、大山町の特産品の販売なども実施。 

○星取県コラボ商品（星取ジェラート）引換券付き銀河記念乗車証」お渡し 

星取県（鳥取県）とコラボし、今

回の銀河運行限定の記念乗車証

に、「大山時間 Shop」で「星取ジ

ェラート」と引換えることのでき

る引換券をつけてお渡しします。 



 
 

 

 

（２）神在月編「WEST EXPRESS 銀河で行く 神在月の山陰へ 列車ご縁旅」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．駅や車内でのおもてなし  

おもてなしの詳細は別紙をご確認ください。 

  「WEST EXPRESS 銀河」の運行に合わせて、地域と一体となり、特別企画・おもてなしをご用意し、ご乗車のお客様

を歓迎致します。 

 

 

○「しまね和牛」を使用したお弁当の提供 

10月に鹿児島県で開催された和牛オリンピックにて、肉質部門で 1位に輝いた“藤増牧場（出雲市）”

最高ランクの「しまね和牛」を使用したお弁当を提供いたします！ 

○「WEST EXPRESS 銀河」イラスト入り「一畑電車フリー乗車券」をセット 

「バタデン」の愛称で知られる一畑電車で発売している「一畑電車フリー乗車券」！ 

（1日フリー乗車券）に「WEST EXPRESS 銀河」のイラストの入ったコラボきっぷを、商品に

セットします。出雲大社参拝・松江観光に便利！ 

○「ご縁箸のお渡し」 

「ご縁がありますように」と願いを込めて、ご縁箸をお渡しします。 

 

下り 朝食 上り 夕食 



WEST EXPRESS銀河
秋の特別運行

①鉄道編②神在月編
のおもてなし

※写真はすべてイメージです。
※今後の社会情勢等により、おもてなし内容が変更、中止になる場合がございます。

別紙



■日南トマトのジュース等販売

生山駅でのおもてなし【下り6:02着～6:34発】

にんじん
ジュース

極潤 トマト甘酒 甘酒

トマトほわいとチョコ完熟とまとたっぷりカレー
（レトルト）

まるごとトマト

日南町産トマトは、昼夜の寒暖差が大きい気候で育ち、酸味と甘みのバラ
ンスが抜群です。このトマトのヘタだけを取り除いて作ったトマトジュースは絶品
で、トマトが苦手な方でも飲めてしまう、後味すっきりなジュースです。早朝時に
飲むトマトジュースは、目覚めの一杯に最適です！

日南産トマト

にんじん甘酒

①鉄道編②神在月編 ■記念品「生山駅・上石見駅100周年
記念ポストカード」プレゼント

①鉄道編②神在月編

■遊四季多里の星空紹介 ②神在月編

パネル、写真による活動紹介（星空等）



米子駅でのおもてなし①鉄道編②神在月編

■「ヨネギーズ」によるお出迎え

■「山陰鉄道開業120周年記念銀河セレモニー」実施

鳥取県知事、米子市長、境港市長、大山町長、山陰支社長、米子
駅長にて、地域全体で皆さまをお出迎え！

■米子武者隊の演舞、米子市、境港市、大山町の特産品の販売の
実施
■米子駅名物 チョークアート
山陰鉄道開業120周年を記念して米子駅社員が描いております！

【下り7:46着～8:18発 ②神在月編】
■米子城グッズの販売

【下り7:46着 ①鉄道編】

【上り17:38発～17:48発 ①鉄道編②神在月編】

■南部町、鉄道OB会によるお出迎え
「緑水園」のキャラクター 「いのっちぃー」のお渡し



松江駅でのおもてなし
【下り8:45着～8:57発】【上り16:37着～17:05発】②神在月編

■武者によるお出迎え
下り列車 上り列車

「WEST EXPRESS 銀河」に合わせて、
松江駅に出陣！お出迎え・お見送りをします。

島根県来訪に感謝の気持ちを込めて、お出迎え！
また島根に来ていただきたいとの想いをのせて
しまね観光大使から島根県の魅力をPRいたします！

■しまね観光大使による観光PR！

■松江城グッズの発売

縁雫絵馬
しまねっこ御城印



出雲市駅でのおもてなし
【下り9:31着】②神在月編

■「ご縁飴」「紅白もち」お渡し

神在月に出雲にお越しのお客様を歓迎し、
皆様にご縁がありますようにと願いを込めて
出雲市から「ご縁あめ」
アトネスいずも商店会から 「紅白もち」のお渡し

地元の出雲農林高校の太鼓部がお出迎え！
力強い勇壮な演奏をお楽しみください！

■出雲農林高等学校
「出農太鼓部」による「太鼓」



根雨駅でのおもてなし【上り18:25着～18:57発】①鉄道編②神在月編

※1月15日を除く

■日野町特産品などの販売

海藻米、はぶ茶、乾しいたけ、えごま油など町特産品
や、町公式キャラクター「しいたん」をあしらった土産物
などの販売をおこないます。また、日野町公式キャラク
ター「しいたん」の銀河限定缶バッジをプレゼント！

しいたんのティータイム
（おまんじゅうほか）

■「鳥鐵駅印（とりてつえきいん）」
（根雨駅・黒坂駅・上菅駅）
■「金の鳥鐵駅印（きんのとりてつえきいん）」販売
根雨駅・黒坂の開業100周年を記念して作成

■日野町公式キャラクター「しいたん」登場！

日野町の特産品である
「シイタケ」をモチーフにデザ
インされた「しいたん」が
皆様をお出迎えいたしま
す！



■ 吹屋地区PR ②神在月編

備中高梁駅でのおもてなし【上り21:25着～22:00発】①鉄道編②神在月編

■ちょっぴりお土産プレゼント

①鉄道編②神在月編

備中地方に伝わる備中神楽で皆様をお出迎えします。

■備中神楽の披露 ①鉄道編

ベンガラ色の外観で統一されたノスタルジックな町並み
の吹屋地区PRとして、「吹屋小唄」を披露します。

■くるみボタン作り体験■高梁市特産品の販売

備中高梁 備中瓶詰
野菜ピクルス

さんじゅーろー
ニャドレーヌ

ゆべし

雲海ピオーネ

高梁紅茶 ヤマセミ

雛人形の着物の生地を使用して「く
るみボタン」作りを体験していただけ
ます。旅の記念にお持ち帰りください。

純米酒「さんじゅーろー」/純米吟醸
「櫻芳烈」/本醸造「備中松山城」

高梁産のシャインマスカット（小分け
パック）をプレゼントいたします。

※画像はイメージです



車内でのお食事

「銀河特製弁当」
※下りは生山駅【朝食】
上りは米子駅【夕食】

で配布予定

夕食は、米吾で人気の秋の季節にぴったりな栗入りの大山お
こわをメインに、お弁当をご用意致しました。

「しまね和牛弁当」
※下りは米子駅【朝食】

上りは松江駅【夕食】で配布予定

10月に鹿児島県で開催された「全国和牛能力共進会
（通称：和牛オリンピック）」（5年に１度開催）にて、
肉質部門で1位に輝いた“藤増牧場（出雲市）”の最高ランク
の「しまね和牛」を使用し、一文字家が美味しさを最大限を引き
出す調理方法で丁寧に作り上げたお弁当です。
島根県の有機野菜等も使用しております。

「しまね和牛」の美味しさと、秋の味覚をご堪能頂けるお弁当を
ご用意致しました。

■①鉄道編 下り 朝食・上り 夕食 ■①神在月編 下り 朝食・上り 夕食

朝食は、色々なお料理を少しずつお楽しみいただけ、その中
には、米吾の定番「吾左衛門すし」も。彩りあざやかにぎっしり
詰まったお弁当をご用意致しました。

下り 朝食 上り 夕食 下り 朝食 上り 夕食



特別企画 ①鉄道編

■扇形機関庫見学
～山陰鉄道を支えた旧米子機関区車庫（現：扇形機関庫）の見学と特別な体験～

現在もディーゼル機関車等の検査を実施している扇形機関庫を、特別に公開！
中国地方の扇形機関庫は、津山と米子しか残っておらず、貴重な施設です。

【扇形機関庫（外側）】 【扇形機関庫（内側）】

【当日見学できる主な車両】
・DD51形ディーゼル機関車 2両
国鉄時代に「無煙化」推進で製造された液体式ディーゼル機関車

・DE10形ディーゼル機関車 3両
国鉄時代に入換用途等で製造された液体式ディーゼル機関車

・キヤ143形気動車 1両
JR発足後初めて新製されたラッセル(除雪)車両

【当日見学できる主なヘッドマーク】
・DD51取付
出雲号、トワイライトエクスプレス、
山陰鉄道開業120周年記念(新)
・扇形機関庫展示
サロンカーなにわ、サロンカーおわら、やくも、くにびき
あさしお、いそかぜ、おき



乗車特典

【商品名】 「WEST EXPRESS 銀河」ロゴ入り1日フリー乗車券
【引き換え箇所】 電鉄出雲市駅（一畑電車）
※「松江しんじ湖温泉駅でも引き換えができますが、通常のデザインとなります。
【問い合わせ先】 一畑電車 0853-62-3383（平日 9:00～17:00）

■一畑電車コラボ切符のセット■「山陰鉄道開業120周年記念復刻駅名券」

①鉄道編

「バタデン」の愛称で知られる一畑電車。今回一畑電車で発売している「1日フ
リー乗車券」に、日時限定で「WEST EXPRESS 銀河」のイラストが入ったコ
ラボきっぷを発売します。コラボきっぷを手に入れれるのは、銀河が山陰にくるこ
の瞬間だけ！コラボきっぷを片手に田園風景や宍道湖の風景を楽しむローカル
線ならではの旅情をお楽しみください。

開業当時の駅名（境、大篠津、後藤、米子、
淀江、御来屋）にて復刻駅名券を作成！

■「星取県コラボ商品（星取ジェラート）
引換券付き銀河記念乗車証」

■ 「ご縁箸のお渡し」
「ご縁がありますように」と願いを込めて、
ご縁箸をお渡しします。

②神在月編

①鉄道編

②神在月編

星取県（鳥取県）とコ
ラボし、今回の銀河運
行限定の記念乗車証
に、「大山時間Shop」
で「星取ジェラート」と引
換えることのできる引換
券をつけてお渡しします。



車内でのおもてなし

【視聴できるＶＲコンテンツ】
■星取県の星空案内（6分40秒） 〔撮影地：大山、鳥取砂丘、さじアストロパーク〕
鳥取ふるさと大使でもある上田まりえさんのナレーションによる星取県の星空案内が楽しめます。

■星取県の星空を眺めてみよう（1分） 〔撮影地：大山〕
BGMを聴きながら、ゆったりと星取県の星空を楽しめます。

■星取県ならではの星空ストーリー（5分26秒）
「北極星」 ナレーション：清水理沙 星取県の星空映像を見ながら、心温まるお話が楽しめます。

どの市町村からも天の川が見え、流星群の時期でなくても流れ星が見えやすい鳥取県は、夜空を見上げれば星に手が届きそう。そんな
鳥取県を楽しんでいただきたいという思いをこめて、鳥取県は「星取県（ほしとりけん）」と名乗っています。
ご乗車される皆様に、天候や時間帯に関わらず、星取県の美しい星空を楽しんでいただけるよう「星取県 星空案内用ＶＲゴーグル」
を準備しています。

星取県VR動画の一場面（鳥取砂丘の星空）VRゴーグル装着イメージ

■星取県 星空案内用ＶＲゴーグル

①鉄道編 ②神在月編



銀河利用者向けのオプションツアー①

■駅レンタカー特別価格

山陰の観光スポットを効率良く巡るには、駅を降りてすぐにご利用いただける駅レンタ
カーが便利。銀河専用旅行商品をご利用いただいたお客様に、駅レンタカー利用料
金を特別価格でご利用いただけます。

①鉄道編
【設定期間】 10 月31日~11月2日 ※銀河専用旅行商品設定日以外は、除外日です
【設定営業所】 米子
②神在月編
【設定期間】 11 月4日~11月6日 ※銀河専用旅行商品設定日以外は、除外日です
【設定営業所】 松江・出雲市

クラス Sクラス（ヴィッツ・フィット・ノートなど）禁煙車 ※車種は選べません。

期間 同日 1泊2日 2泊3日 以降1日

料金 3,000 6,000 9,000 +3,000

①鉄道編 ②神在月編



銀河利用者向けのオプションツアー②

■鳥取大山山麗ぐる～んと観光タクシー旅(米子)

米子市、境港市などの鳥取県西部地域の名所を巡る観光タクシープラン。
観光マイスターに認定されたドライバーが大山山麓の見どころをご案内！

【所要時間】 3時間コース 4時間コース
【発着場所】 米子駅
【料金】 タクシー1台（定員４名）

３時間コース（3,900円/台）
４時間コース（4,900円/台） ※一部コースのみ
※タクシー代金のみ
※事前予約不可。
米子駅横の米子市国際観光案内所にて申し込みください

【問い合わせ先】
大山山麓・日野川流域観光推進協議会 0859-31-9372

①鉄道編



銀河利用者向けのオプションツアー③

■米子城
スターウォッチングツアー

海を臨む天空の城『米子城』の天守で、中
海に沈みゆく夕日や眼下に広がる弓ヶ浜半
島のパノラマ夜景、夜空にきらめく満天の星
を眺めながら、地元歌手による星空ガイド付
きミニライブを楽しんでいただきます。

■米子城下町
満喫ガイドツアー

豪快な吹き抜け空間のある中の間や茶室・
庭園を備えた米子特有の町家、歴史を感
じさせるたくさんの『小路』、先祖供養の風習
『札打ち』が今も残る日本遺産加茂川地蔵
など米子独自の文化・歴史を体感していた

だきます。

■海に浮かぶ天空の城
米子城ガイドツアー

続日本百名城に選ばれた国史跡米子城跡の
持つ魅力と合わせて霊峰大山、中海、日本海、
弓ヶ浜、島根半島などを一望できる絶景の景
色を堪能していただきます。VRを活用して米子
城を再現します。

【所要時間】 約2時間
【料金】 大人 4,000円/人

小学生以下 2,000円/人

【問い合わせ先】 一般社団法人米子観光まちづくり公社 0859-21-3007

【所要時間】 約2時間
【料金】 1,000円/h

【所要時間】 約2時間
【開催日】 毎日
【料金】 1,000円/h

①鉄道編



その他おもてなし

■星取御膳、星取会席（米子）

日本一の星空を誇る「星取県（鳥取県）」の星空
をイメージしたランチ・ディナープラン。
鳥取県の新しいお米「星空舞」と県魚のひらめをJR
西日本が陸上養殖した「白雪ひらめ」、加えて星取
会席には「お嬢サバ」も使った特別なメニューです。

【料金】 ランチ「星取御膳」1,815円（税込）
ディナー「星取会席」5,500円（税込）

【問い合わせ先】
ANAクラウンプラザホテル米子 0859-36-1116

①鉄道編



銀河パスポート

①鉄道編
【米子市】米子市国際観光案内所レンタサイクル割引
【境港市】水木しげる記念館入館料割引
【大山町】ヘルシージンギスカン食べ放題の店 豪円山ロッジ割引
【日南町】道の駅にちなん日野川の郷ブランド米割引
②神在月編
【安来市】和鋼博物館入館料割引、さぎの湯温泉 夢ランドしらさぎ入浴料割引
【松江市】ぐるっと松江レイクライン1日乗車券プレゼント
【出雲市】出雲大社ご参拝定時ガイド 割引
【出雲市】センチュリオンホテル&スパ スパ＆大浴場利用料割引

■特典内容（一部紹介）

「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」ご乗車のお客様に、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の山陰運行を
記念したオリジナルの「ポーチ」をプレゼントします。（お渡しはお一人様1個に限ります。）
配布箇所 米子市国際観光案内所（9:00～18:00）安来市観光案内所（8:00～17:00）

松江国際観光案内所（8:30～18:00） 出雲市観光案内所（9:00～17:00）

■銀河オリジナル「ポーチ」プレゼント 銀河パスポート提示

※写真はイメージです。


