
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2020 年９月より運行している「WEST EXPRESS 銀河」につきまして、2023 年４～８月の期間に山陰コ

ースを運行することが決定しました！ 

沿線地域の皆様のご協力のもと、山陰コースならではの「おもてなし」をご用意します。長距離列車「WEST 

EXPRESS 銀河」による、山陰の旅を、どうぞお楽しみください。 

 

１．2023 年度の「WEST EXPRESS 銀河」山陰コース運行概要について 

 運行概要 運行日・運転時刻は「別紙１」をご確認ください。 

(1)運行区間 ：京都駅～出雲市駅 

(2)列車種別 ：夜行特急列車    

(3)運転期間 ：2023 年４月３日（月）～2023 年８月 10 日（木） 

(4)運転本数 ：下り【京都⇒出雲市】29 本 

上り【出雲市⇒京都】29 本 

           合計 58 本 

 

２．今年度の取り組み 

 (1)車内のおもてなし 「GINGA  SANIN ミュージアム」 

車内がまるで美術館に！をコンセプトに 

山陰の伝統工芸品等と作品・作者の案内パネルを 

4 号車フリースペースに展示します。 

地域の魅力を発信し、感動や心豊かになるような空間を目指しております。 

 

星取県「鳥取県」の星空を楽しめる「星取県星空案内用 VR ゴーグル」、 

また、岡山県新見市の鍾乳洞内の様子が体験できる 

「満奇洞（まきどう）VR ゴーグル」も昨年に引き続きお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

(2)車内のおもてなし 「GINGA  SANIN 車内イベント」 

この度、車内に地元の観光大使・地元事業者様に乗り込んでいただき、車内イベントを実施していただきま 

す！ 

玉造温泉「姫ラボ」による温泉水を使用したスキンケア商品体験イベント、松江観光大使「路上詩人こーた 

氏」による「御城印」の書き下ろし、「天野紺屋」天野 尚さんによる誕生日占い等、ご縁の聖地・美肌県しま 

ねにぴったりなイベントをご準備しています。ぜひ、お楽しみください。 

また、新見駅―備中高梁駅間では、岡山県高梁市の観光大使「マジシャン SORA さん」によるマジックショー

や、岡山県新見市の神代和紙を使ったスタンプ体験も実施します。 
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 (3)停車駅のおもてなし一部リニューアル 

今までのおもてなしに加え、新たに WEST EXPRESS 銀河をイメージして企画されたグッズのプレゼントや、

地元の銘菓、伝統工芸品の WEST EXPRESS 銀河オリジナルパッケージデザインの販売等、停車駅のお

もてなしもさらに充実しました！ 

 

３．駅や車内でのおもてなし 

   おもてなしの詳細は「別紙２」をご確認ください。 

※ 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。 

 

4. 発売方法・発売開始日 

旅行会社が企画・実施する旅行商品に限定して発売します。 

4 月～6 月の運行日は３月 10 日（金）10:00 から順次発売いたします。（先着順）。 

※ 商品の詳細情報、受付・販売方法は、「WEST EXPRESS 銀河」特設サイトからリンクする日本旅行の

専用ホームページをご覧ください。 

※この度、新たに、『片道 上り「銀河」出雲市→大阪・京都コース』を発売します！ 

    山陰のお客様におススメです！ 

 

2023 年 7 月以降の発売開始時期・発売方法の詳細は、決まり次第あらためてお知らせします。 

 

 

 

 

今回ご案内の取り組みは、SDGs の 17 のゴールのうち特に 11 番、15 番、17 番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

        

「WEST EXPRESS 銀河」に関する情報はホームページでもご覧いただけます。
https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/ 



【別紙１】 運転日カレンダー ※始発駅発車日基準

：下り列車（出雲市行き）凡例 ：上り列車（京都行き）

新型コロナウイルス感染症の今後状況により、計画が変更となる場合があります



上り列車
（京都行き）

下り列車
（出雲市行き）

備中高梁

生山

米
子

安
来

松
江

京
都

根雨

新
大
阪

大
阪

三
ノ
宮

神
戸

西
明
石

姫
路

宍
道

玉
造
温
泉

出
雲
市

京都 新大阪 大阪 三ノ宮 神戸 西明石 姫路 生山 米子 安来 松江 玉造温泉 宍道 出雲市

着時刻 - 22:07 22:21 22:50 22:53 23:12
0:40
/23:48

6:02 7:48
8:04
/8:26

8:45 9:04 9:16 9:31

発時刻 21:15 22:17 22:28 22:51 22:55 23:15 0:42 6:34
7:56
/8:18

8:28 8:57 9:05 9:17 -

出雲市 宍道 玉造温泉 松江 安来 米子 根雨 備中高梁 神戸 三ノ宮 大阪 新大阪 京都

着時刻 - 16:22 16:32 16:45 17:08 17:43 18:25 21:25 5:44 5:48 6:10 6:16 6:43

発時刻 16:09 16:23 16:33 16:51 17:34 17:47 18:57 22:00 5:45 5:49 6:12 6:17 -

■下り列車（出雲市行き）

■上り列車（京都行き）

※姫路・米子・安来の３駅は運転日によって時刻が異なります（月曜日始発となる列車/金曜日始発となる列車）

【別紙１】 停車駅および発着時刻



WEST EXPRESS銀河 山陰コースのおもてなし

※写真はすべてイメージです。
※駅および車内でのおもてなしは、運行日により内容が一部異なります。
※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。

おもてなしの内容は、
JR西日本おでかけネット内の
WEBページでも
ご覧いただけます。

別紙２



おもてなしの実施場所

上り列車
（京都行き）

下り列車
（出雲市行き）
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○山陰全体ののおもてなし ⑭⑳



■「行灯 銀河」

鉄の重厚感と和紙を通したやわらかな光の行灯。
藍染の石州和紙を用いた宇宙の銀河をイメージ。
同じ模様のない1点もの！

島根県安来市「鍛冶工房 弘光」
https://kaji-hiromitsu.com/

■「銀河てぬぐい」

150年続いている紺屋が手がける
藍染作品。
ムラ染めと型染めの両方の技法を
組み合わせて、銀河を表現した。

島根県安来市「天野紺屋」
https://amanokouya.stores.jp/

■「出西ブルー
キャンドル
ホルダー」

銀河の瑠璃紺色を
想像させる
出西ブルーの
キャンドルホルダー

島根県出雲市「出西窯」
https://www.shussai.jp/

■車内がまるで美術館！山陰伝統工芸品などを車内（4号車フリースペース）に展示！
地域の作品・人の魅力を発信し、感動し、心豊かになる空間を目指します！

銀河車内のおもてなし

■フラワーベース・風鈴
「置き風鈴 風の音」

風鈴・花台・キャンドル
ベースとしてを楽しめます。

島根県安来市「鍛冶工房 弘光」

○行灯の和紙は、
島根県浜田市「西田和紙工房」
石州和紙により作成
https://www.nishida-washi.com/

○花をさすガラス瓶は藍色のものを
「ガラス工房IZUMO」が作成

○四季折々の造花
松江 「プリザーブドフラワー アンシェ」
KYOKO・HAYAMAがデザインした
季節の造花をさす

山内真一氏
1983年神戸市生まれ。
kuli-kuliデザイナー。
メーカーにてデザイナー、コンサルティング会
社にてディレクターを経て、現職。
代表作はコクヨ社、描ける机「rolltable」
や、イタリアprogetthi社、文字盤がクリエ
イトできる時計「doughnut」などがある。
こどものクリエイティブを刺激する、キッズデザ
インを国内外で発表し、2014年にフランク
フルトと上海の展示会で招待デザイナーとし
て出展。

◇GINGA SANIN ミュージアム プロデュース

山陰の伝統工芸品プロデュースを手掛けてられている山内様に、
銀河4号車に伝統工芸品を展示するにあたり、山陰の魅力を感じ、
お客様に安らぎを与え、居心地のよい空間になるよう
プロデュースしていただきました。

①

○風鈴のゆらめく和紙を、
現在藍染の石州和紙を
西田和紙工房で作成中

https://kaji-hiromitsu.com/
https://amanokouya.stores.jp/
https://www.shussai.jp/
https://www.nishida-washi.com/


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

②



車内でのおもてなし

■高梁市 SORAさんによるマジックショー(※特定日)

高梁市出身で同市の観光大使も務める、
マジシャンSORAさんが銀河車内にてマ
ジックを披露します。

【区間】上り 新見駅ー備中高梁駅間
【場所】車内4号車フリースペース

中世時代、伊勢神宮や東寺に納められていた神
代和紙は「紙が木から出来ている」ことを強く感じ
る素朴な紙質です。 車内にて「神代和紙ハガキ
（銀河スタンプ体験付き）」を販売いたします。
1枚1枚新見で手漉きした神代和紙のハガキに、
特別に銀河のロゴを彫ったスタンプをおして、ぜひ
旅の記念にお持ち帰りください。
【区間】上り 新見駅ー備中高梁駅間
【場所】車内4号車フリースペース

■新見市 神代和紙（コウジロワシ）PR（※特定日）

岡山県新見市にある鍾乳洞「満奇洞(まきどう)」の
様子をVRゴーグルにてご覧いただけます。
「満奇洞」は県の天然記念物に指定されており、VR
ゴーグルを装着すると、カラフルなLEDでライトアップさ
れた神秘的な鍾乳洞内がリアルに体験できます。
【場所】車内4号車フリースペース

■新見市 満奇洞(まきどう)VRゴーグル

③



・車内イベントを３・４号車フリースペースにて、日にち限定で実施いたします！
ぜひ、お楽しみください。（※実施日は始発駅基準です。詳細はおでかけネットで更新中）

車内のおもてなし

■「天野紺屋」
「天野 尚」さんによる
誕生日占い

～アマノとハラダ～
天野紺屋に来た人を占う、
を繰り返し1000人以上の
統計から独自の占いを確立！
「藍」すべき自分をキャラクター化し、
ご説明します。お話しした内容は
その場で印刷してプレゼント！

■イベント実施日・区間
【京都⇒出雲市】

4月3日（月）初便
【出雲市⇒安来】

4月22日（土）5月17日（水）5月27日（土）
6月7日（水）6月24日（土）7月5日（水）
7月22日（土）8月9日（水）

■場所：車内4号車フリースペース

■玉造温泉「姫ラボ」による
ふわふわ泡体験

「姫ラボ」の温泉コスメは日本最古の
美肌温泉と言われている島根県の玉造
（美肌）温泉水を配合したスキンケア
商品！車内でお試しできるイベントを
実施いたします！
■区間：イベント実施日
京都⇒出雲市
６月16日（金）
７月28日（金）

■場所：車内３号車フリースペース

■松江観光大使「路上詩人こーた氏」
によるパフォーマンス

車内でこーた氏が「御城印」を
書き下ろし、プレゼントいたします！

■区間：イベント実施日
京都駅⇒松江駅
７月７日（金）

■場所：車内4号車フリースペース

④



■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

■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

■銀河コラボバッチのプレゼント

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
日南町福万来（ふくまき）
地域「ヒメボタル」は、約2万匹の
日本でも有数の最大生息地！
蛍の光と銀河をコラボした
缶バッチをプレゼントします！

⑤



米子駅でのおもてなし【下り7:46着～8:18発（土曜のみ）】
※初便4月4日（火）は記念乗車証配布

○米子市

■米子城や皆生温泉グッズの販売

運行日によっておもてなしの内容が変わります。

■米子武者隊のお出迎え

妖怪グッズなど地元産品の販売！
記念品のプレゼント！

※特定日実施 ※特定日実施

山陰鉄道120周年の際も
出陣いただいた武者隊が
再度出陣！！
皆様をお出迎え！

■初便 4月4日（火）
米子駅下車のお客様に「記念乗車証」プレゼント！

○境港市

⑥



安来駅でのおもてなし【下り8:04着～8:28発（火曜のみ）】

※1月15日を除く

■安来駅どじょうすくい出迎え隊によるお出迎え

安来節保存会の有資格者が安来駅のホームに登場し、
普段は舞台でしか見られない本物の伝統芸能を披露
します。
出発のひとときまでに荷物にならないお土産として安来
節をご観賞ください！

■安来節保存会による
伝統芸能

「安来節とどじょうすくい踊り・銭太鼓・民謡」の披露
※雨天時には、駅待合室で実施

安来駅での観光のお客様へのおもてなしで活躍して
いる「安来駅どじょうすいく出迎え隊」！
安来市内の有志により結成され、観光振興の功績
が評価され「中国地方観光振興アワード」を受賞。
あなたもきっとファンになる楽しさ！

⑦



安来駅でのおもてなし【上り17:08着～17：34発】

※1月15日を除く

～YASUGI PROUDPRODUCT～ 安来駅売店にて販売

■銀河清水羊羹
添加物など一切使わず、伝統の技、昔な
がらの風味が今なお息づく人気の銘菓！
小豆の風味豊かな香りのする甘すぎない
羊羹は絶品！

島根県安来市「清水羊羹 西村堂」

■銀河せんべい
安来節などが体験できる「安来節屋」の
名物せんべいと銀河とコラボして販売！
安来節保存会で三味線も弾く
店主が丹精こめて手焼きしたせんべい

島根県安来市「安来節屋」

■銀河てぬぐい

島根県安来市「天野紺屋」

■銀河リングチャーム
銀河車内で銀河行灯を展示している「鍛
冶工房 弘光」が
銀河をイメージしてオリジナルデザインでリン
グチャームを作成。

ムラ染めと型染めの両方
の技法を組み合わせて、
銀河を表現。1点1点模
様が違うのが魅力！

島根県安来市「鍛冶工房 弘光」

⑧

■銀河一口清水いちご羊羹
昔ながらの清水羊羹に安来産いちご
「紅ほっぺ」のペーストを練りこんだ人気
の一口サイズの羊羹
今回、銀河パッケージで発売！
島根県安来市「遠藤瑞泉堂」

鎌倉時代末期、当堂祖先は瑞光山清水
寺より、清水羊羹製造の、 門外不出の
極伝を授けられ、これを名誉とし、清水羊
羹元祖として、 以後研究改善を重ね、今
日に至る。元祖清水羊羹！
島根県安来市「清水羊羹 黒田千年堂」

■銀河一口清水羊羹

島根県安来市が誇る代々続く銘菓・伝統工芸品。
丁寧に丹精こめて作られた「本物」を届けたい。
銀河のおもてなしの温かい心とともに、お客様へ歓迎を込めて、
銀河とコラボし、安来の「本物」を届けます！



松江駅でのおもてなし【下り8:45着～8:57発（火曜日・土曜日）】

■まつえ若武者隊によるお出迎え

下り列車

４００年の時を超え、令和の世に甦った武者たち。
時代錯誤？といった周囲の疑問をまったく気にせず、
松江から日の本を元気にするために日々松江城に出陣している「まつえ若武者隊。」 ！！！
またまた「WEST EXPRESS 銀河」に合わせて、出陣！
松江駅に出陣お出迎え・お見送りをします！！

若武者隊の隊長。ヒゲのせ
いかよく「お殿様？」と間
違われるが侍大将である。
亀の如き守りに長け、亀の
如きのんびり。

若武者隊の軍師兼剣術指南
役。女性によく間違われる
顔立ちを結構気にしている。
その名の如く、お茶が大好
物。

謎の忍者。忍者だけど忍ぶ
気はさらさら無い。女性を
見かけてはよく声を掛けて
いる。密かに「くのいち忍
者隊」の結成を目論む。

本間亀二郎
ほんま かめじろう

本間茶々丸
ほんま ちゃちゃまる

忍者月照
にんじゃ げっしょう

⑨

実施日 4～8月の毎週火曜日と土曜日
※4月8日（土）の出陣はありません。



根雨駅でのおもてなし【上り18:25着～18:57発】

※1月15日を除く

■日野町特産品などの販売

しいたけ醤油、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！

■金持神社の分祀を設置

期間限定で根雨駅の待合室に金
運・開運祈願にご利益があるといわれ
ている金持神社の分祠を設置します。

しいたんのティータイム
（おまんじゅうほか）

■根雨のまち観光大使「根雨つむぎ」がお出迎え

「根雨つむぎ」×「銀河」コラボポストカードをプレゼント！
さらに「根雨つむぎ」のぼり旗・パネルなどで
お客様をお出迎え！

■日野町公式キャラクター「しいたん」登場！

日野町公式キャラク
ター！
「しいたん」がお客様をお
出迎えします。
（※特定日）

⑩



備中高梁駅でのおもてなし①【上り21:25着～22:00発】

※1月15日を除く

■高梁市特産品の販売

ゆべし 備中神楽面最中

猫城主さんじゅーろー
献上まんじゅー

さるせんべい

高梁紅茶

吹屋の紅だるま 柚子胡椒
吹屋の紅てんぐ 柚子唐辛子

雲海ピオーネ

備中高梁 備中瓶詰
野菜ピクルス

もち麦発泡酒「花笠」きび焼酎「きび路」

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」

日本酒仕込梅酒
「香春梅」

高梁自慢の地酒を試飲い
ただけます。
(試飲内容は実施日によ
り異なります)

さんじゅーろー
ニャドレーヌ

さんじゅーろー
せんべい

高梁紅茶
ヤマセミ

瀬戸内レモンと
倉敷ハッカのお菓子

大典白菊
「本生酒」

■地酒の試飲(※特定日)、販売

■銀河グッズの販売■駅スタンプの設置
WEST EXPRESS
銀河に加え、高梁
市の観光名所であ
る備中松山城、旧
吹屋小学校がデザ
インされています。

⑪



高梁市の他、近隣自治体と連携
したおもてなしも予定しています！

■くるみボタン作り体験

※1月15日を除く

■伝統芸能の披露(※特定日)

吹屋小唄

■映画のまち高梁
PRイベント(※特定日)

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。

■寅さんによるお出迎え
(※特定日)

高梁市で撮影が行われた映画のロ
ケ風景の写真やポスターの展示を行
います。

銀河にご乗車のお客
様限定で、「たかはし
散歩」をプレゼント！
高梁の魅力が詰まっ
た一冊です。

■ノベルティのプレゼント

高梁市が映画「男
はつらいよ」第8作、
第32作のロケ地に
なった事にちなみ、
特定日には寅さん
の衣装でお出迎え
します。

備中高梁駅でのおもてなし②【上り21:25着～22:00発】

備中たかはし松山踊り

備中神楽

⑪



車内でのお食事

■下り列車 ■上り列車

「銀河特製弁当」【朝食】
※米子駅にて配布予定

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」も仲間入り！見てもおいしい、食
べてもおいしい。彩りあざやかにぎっしり詰まったお弁当をご用
意しました。

「銀河一番星弁当」【夕食】
※松江駅にて配布予定

昨年の運行終了から、多くの発売再開の声が届いた駅弁「 銀
河一番星」。一文字家のあれもこれも食べたいお客様の願いを
叶えてくれたお弁当を今回もご用意しました。

【料金】 駅弁「銀河一番星」1,500円（税込）
【販売箇所】松江駅（シャミネ松江店内）「一文字家」
【営業時間】（9:00～18:00）※店頭販売（数量限定）
【問い合わせ先】申込先：0852-22-3755（一文字家）

【料金】 「銀河特製弁当」1,000円（税込）
【販売箇所】予約販売のみ ※銀河運行日の土・火曜日
【営業時間】前日の11時までにご予約ください。
【問い合わせ先】申込先：0859-26-1511（米吾）

⑫



車内でのお食事

国産大豆から出来たて豆乳、豆
乳、お揚げさん、おからを余すとこ
ろなく調理した、豆腐料理店「雲
白」のお弁当です。

【雲白】
雲白弁当

【花のれん】銀河ピクルス付き
チャーシュー丼

【魚富】高梁産のあゆと季
節の食材を使ったお弁当

チャーシューは豚肩ロースを塩漬けにしてそ
の後、醤油旨だしにしっかり漬け込んでゆっ
くり火入れをしています。熱いご飯にチャー
シューと特製旨ダレが塗ってあり、食欲をそ
そる一品です。備中地方の野菜を使用し
た備中瓶詰のピクルスは銀河をイメージし
た星形になっています。

高梁産の鮎や季節の食
材を使用したお弁当です。

4/5～4/19 5/27～6/104/22～5/24 6/14～6/28

【Café 麦】
もち麦弁当

高梁産のもち麦を使用したもち
もちのご飯と高梁の地鶏（森
林どり）や高梁産の野菜をたっ
ぷり使ったヘルシーなお弁当です。
プラスでデザートが付きます。

■上り列車【夜食】 ※備中高梁駅（高梁市図書館前広場）にて配布します。
※内容は期間によって異なります。7月以降の内容はWEBページにてご確認ください。

⑬



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（日本旅行に限る）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。

【設定期間】 4月３日～８月１０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】 鳥取・倉吉・米子・松江・出雲市
【レンタカー料金】 暦日制料金 ※消費税、免責補償料を含みます。

【乗捨料金】 一律1,000円
※倉吉営業所への乗捨はできません。

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

出雲

不要 松江

1,000 不要 米子

1,000 1,000 1,000 倉吉

1,000 1,000 1,000 不要 鳥取

⑭



銀河利用者向けのオプションツアー②

■出雲周遊観光タクシー
「うさぎ号」（出雲市）

出雲大社、日御碕神社、須佐
神社、稲佐の浜などの神社・観
光地等を、出雲・神話・歴史に
詳しい観光ガイドの案内つきの観
光タクシーでより深い旅が楽しめ
ると大人気！
地元の人が愛するごちそうの昼
食が設定してあるのも魅力的！

■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！

【問い合わせ先】
大山山麓・日野川流域観光推進協議会
http://daisenwonder.jp/
※運行が決定次第、上記HPで発表いたします。
0859-31-9372

※4月29日（土・祝）
より運行予定 今だけ、ここだけ、あなただけの出雲旅

～出雲観光協会がプロデュースする出雲路タクシープラン～

【ご予約はこちら】
「出雲周遊観光タクシーうさぎ号」

⑮
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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
【開催日】 毎週土曜日
【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
【開催日】 毎日
【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

⑯



その他おもてなし①

【商品名】 「WEST EXPRESS 銀河」オリジナルデザイン1日フリー乗車券（大人用券のみ）
【引き換え箇所】 電鉄出雲市駅（一畑電車）
※オプションでお申込みの方は、松江しんじ湖温泉駅でも「1日フリー乗車券」の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）

「ばたでん」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、期
間限定で「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
に入れら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。

⑰



その他おもてなし②

■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」1,980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

⑱

「星取会席」



その他おもてなし③

■弓ヶ浜レンタサイクル

～お申込みはこちら～
駅レンタカー米子営業所
利用料金/1,000円/1日
予約方法/電話予約 0859－34－1140（ネット予約はありません）
営業時間/8:00～18:00
定休日/年中無休

⑲

めずらしい輪行袋付きの折りたたみ自転車のレンタルなら、
あなただけの観光の楽しみ方がある！

弓ヶ浜サイクルコースを走って
めいっぱい壮大な景色・爽快感をお楽しみください！

★おすすめ その１
輪行袋に自転車を入れて、境線に乗車！
境港駅で下車後、観光をしながらサイクルロードを走行！
★おすすめ その２
レンタカー会社が自転車を貸す特権！
レンタカーに自転車を詰め込んで、車で移動！
行った先で、自転車に乗り自然を感じて楽しもう！
（※お客様の人数、車の車種により、自転車を積むことができない場合もございます。）



銀河パスポート

【米子市】米子市国際観光案内所レンタサイクル割引
【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
【日野町】そば道場たたらや割引
【日南町】道の駅にちなん日野川の郷ブランド米割引
【伯耆町】ビアホフ ガンバリウス ガンバリウス売店割引
【南部町】とっとり花回廊花の種プレゼント 【琴浦町】山本おたふく堂割引
【倉吉市】倉吉白壁土蔵群観光案内所ポストカードプレゼント
【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】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「銀河きんちゃく」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「銀河きんちゃく」プレゼント
銀河乗車特典 引換券提出

（日本旅行銀河旅行商品4月～6月分ご利用限定）

⑳

■2023年乗車特典
銀河オリジナル「銀河きんちゃく」

プレゼント！



観光案内情報

■鳥取・島根
観光情報

山陰の情報は「山陰観光連盟のHP」でチェック！
・鳥取・島根の観光情報、観光サイト、
お得な情報、キャンペーン等がチェックできる！

・スーパーやくも色車両リバイバル運行記念
宿泊キャンペーン開催中！

■神戸

■大阪

■京都

「山陰観光連盟のHP」QRコード

ツイッター、インスタグラムも情報発信中！
「山陰観光連盟」アカウントチェック！

「稲佐の浜」

「絶景の城 米子城」

Feel KOBE
神戸公式観光サイト

OSAKAINFO
大阪公式観光情報

京都観光オフィシャルサイト
京都観光Navi


