
（2021年3月1日 現在）

①【首都圏エリア⇒山陰】

②【関西エリア⇒山陰】

③【岡山エリア⇒山陰】

④【広島エリア⇒山陰】

島根県観光連盟（モデルコース） 鳥取県観光連盟（モデルコース）



鳥取砂丘

三徳山三佛寺

出雲大社

松江城

ローソク島

国賀海岸

（2021年3月1日 現在）

＜航空機・JR・バス利用＞

日程 宿泊地

              航空機　　　　　　　　     バス         バス             バス                                  バス   

1日目  羽田空港 -----→ 鳥取砂丘コナン空港 === 鳥取駅 === 浦富海岸 === 鳥取砂丘（砂の美術館） === 鳥取 鳥取

             約80分                         約20分  　約40分　   　約60分　　　                     約20分

           JR                                                            バス                                       バス          JR     送迎バス等 

2日目  鳥取 ------ 倉吉（赤瓦白壁土蔵群・なしっこ館など） === 三徳山三佛寺（国宝投入堂）=== 倉吉 ------ 米子 === 大山 大山

　　  約30分                                                       約50分　　　　    　     　　　　約50分　  約35分　 約30分

              　　　　車　　　　　　　　　　　　　　　車           JR                                                      JR

3日目  大山 …… 大山寺 === 大山ますみず高原天空リフト === 米子 ------ 境港（水木しげるロード・記念館）------ 米子空港・米子～各方面へ ～ 

     約15分      約10分                                    約30分    約50分                                                約15分                   　　　　

❷羽田空港⇒島根県全県ルート（2泊）

＜航空機・JR・バス利用＞

日程 宿泊地

　　　　　航空機                      バス　 　  　　　　　　　　　　　　　　 バス                     バス

1日目  羽田空港 -----→ 出雲縁結び空港 === 出雲大社（神門通り）…… 稲佐の浜 === 日御碕（灯台）=== 出雲 出雲

　          約90分                    約50分　　　　　　　　　                   約30分                 約70分

          JR          バス　 　　バス 

2日目  出雲 ------ 松江 === 由志園 === 松江（国宝松江城・堀川遊覧船など）…… 松江 松江

       約30分    約25分      約25分

          JR      送迎バス等　　　　　　                                    送迎バス等 

3日目  松江 ------ 安来 === 足立美術館 …… 安来節演芸館（安来節公演）=== 安来 ～各方面へ ～ 

  　  約25分    約20分                                                          約20分

❸羽田空港⇒隠岐ルート（2泊）

＜航空機・フェリー利用＞

日程 宿泊地

              航空機　　         航空機                  車　　　  　　  車                車             車                  車                            車 

1日目  羽田空港 -----→ 出雲空港 -----→　隠岐空港 === 屋那の松原 === 檀鏡の滝 === 那久岬 === 水若酢神社 === ローソク島遊覧船 === 西郷 西郷（島後）

             約85分              約30分        　 約20分       　　約30分　  　約10分　   約40分           約15分                     約30分  

                      フェリー   　                                                                         バス 　     フェリー        

2日目  西郷 …… 西郷港 ～～～ 別府港 …… 国賀めぐり定観バス（赤尾展望所・摩天崖など）=== 別府港 ～～～ 菱浦港 …… 海中展望船 …… 西ノ島 西ノ島（島前）

                       約95分                                                                             約25分　　  約10分

                         フェリー

3日目  西ノ島 …… 菱浦港 ～～～ 境港 ～各方面へ ～ 

　　                   約210分

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

①羽田空港⇒鳥取県全県コース（2泊）

②羽田空港⇒島根県全県コース（2泊）

③羽田空港⇒隠岐コース（2泊）

＜対象エリア＞ 1 山陰海岸ジオパーク 3 三徳山・三朝温泉・鳥取県中部

4 大山・皆生 5 境港・美保関

＜対象エリア＞ 6 松江・安来 7 出雲大社

＜対象エリア＞ 12 隠岐ジオパーク



浦富海岸

足立美術館

砂の美術館

赤瓦白壁土蔵群

国賀海岸

明屋海岸

（2021年3月1日 現在）

❶城崎方面⇒鳥取県東部・島根県東部ルート（2泊）

＜JR・バス利用＞

日程 宿泊地

                JR          バス　　　 　バス　 　　                        バス

1日目  城崎温泉 ------ 鳥取 === 浦富海岸 === 鳥取砂丘（砂の美術館） === 鳥取 鳥取

           約120分 　約40分　　　約60分　　　                     約20分

          JR     送迎バス等       送迎バス等      JR

2日目  鳥取 ------ 安来 === 足立美術館 === 安来 ------ 松江（国宝松江城・堀川遊覧船など）…… 松江 松江

　    約75分    約20分   　　　約20分　  約20分

      高速バス

3日目  松江 ====== 広島 ～各方面へ ～

      約210分                         　　　　

❷関西空港⇒鳥取県東部・中部ルート（2泊）

＜JR・バス利用＞

日程 宿泊地

    JR（新幹線）                 智頭急行      バス                                  バス                バス

1日目  大阪 ------ 姫路 …… 姫路城 ------ 鳥取 === 鳥取砂丘（砂の美術館） === 渡辺美術館 === 鳥取 鳥取

       約50分                       約90分    約20分　                           約10分           約15分

       バス             バス          JR                                                          バス 

2日目  鳥取 === 浦富海岸 === 鳥取 ------ 倉吉（赤瓦白壁土蔵群・なしっこ館など）=== 三朝温泉 三朝温泉

　 約40分     　 約40分  　約30分      　                                             約30分

　 　     バス 　　    JR          バス                           バス          JR 　　　                                             JR

3日目  三朝温泉 === 倉吉 ------ 由良 === 青山剛昌ふるさと館 === 由良 ------ 境港（水木しげるロード・記念館） ------ 岡山　　～各方面へ～

          約15分     約10分     約3分     　　　　 　　   約3分    約110分                                               約240分　　　　

❸伊丹空港⇒隠岐ルート（2泊）

＜航空機・フェリー利用＞

日程 宿泊地

              航空機　　          航空機                 車　　　　  　  車                車            車                   車                            車 

1日目  伊丹空港 -----→ 出雲空港 -----→　隠岐空港 === 屋那の松原 === 檀鏡の滝 === 那久岬 === 水若酢神社 === ローソク島遊覧船 === 西郷 西郷（島後）

             約50分              約30分        　  約20分   　　　約30分　  　約10分　　 約40分           約15分             　     約30分  

         フェリー　　　　　 　　　レンタサイクル　                                                   フェリー    送迎バス等

2日目  西郷港 ～～～ 菱浦港 …… 海中展望船 === 隠岐神社 === 明屋海岸 === 金光寺 === 菱浦港 ～～～ 別府港 === 西ノ島 西ノ島（島前）

         約70分　　　             　　　約20分         約10分        約20分      約35分       約15分　　 約10分

                                                                                バス         フェリー

3日目  西ノ島 …… 国賀めぐり定観バス（赤尾展望所・摩天崖など）=== 別府港 ～～～ 七類港 ～各方面へ ～ 

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約25分     約130分

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

①城崎方面⇒鳥取県東部・島根県東部コース（2泊）

②関西空港⇒鳥取県東部・中部コース（2泊）

③伊丹空港⇒隠岐コース（2泊）

＜対象エリア＞ 1 山陰海岸ジオパーク 6 松江・安来

＜対象エリア＞ 1 山陰海岸ジオパーク 3 三徳山・三朝温泉・鳥取県中部

5 境港・美保関

＜対象エリア＞ 12 隠岐ジオパーク



青山剛昌ふるさと館

とっとり花回廊

古代出雲歴史博物館

由志園

みたき園

石谷家住宅

（2021年3月1日 現在）

❶岡山⇒鳥取県東部・西部ルート（2泊）

＜JR・バス利用＞

日程 宿泊地

 　JR（新幹線）                 智頭急行  　 バス                                  バス                バス

1日目  岡山 ------ 姫路 …… 姫路城 ------ 鳥取 === 鳥取砂丘（砂の美術館） === 渡辺美術館 === 鳥取 鳥取

       約20分                       約90分    約20分                              約10分　　　　約15分

          JR                                                             JR　　 　　　　　　　　　 　　　　　  　　 バス

2日目  鳥取 ------ 由良 …… 青山剛昌ふるさと館 …… 由良 ------ 境港（水木しげるロード・記念館など）=== 皆生温泉 皆生温泉

 　   約30分     約20分　　　　 　　　　 約20分　  約55分　　　   　　　　　　　 　　             約45分

　　　    バス  送迎バス等             送迎バス等      JR

3日目  皆生温泉 === 米子 === とっとり花回廊 === 米子 ------ 岡山 ～ 各方面へ～

            約20分     約25分                              約130分　　　　

❷岡山⇒島根県東部ルート（2泊）

＜JR・バス利用＞

日程 宿泊地

 　      JR             バス                     バス                                                                        

1日目  岡山 ------ 出雲市 === 日御碕（灯台）=== 稲佐の浜 …… 出雲大社（神門通り）…… 古代出雲歴史博物館 …… 出雲 出雲

      約180分      約70分        　　　約30分                                                                                    

               一畑電車                              一畑電車                                                                               バス　   　 バス

2日目  出雲大社前 ------ 松江フォーゲルパーク ------ 松江しんじ湖温泉 …… 松江（国宝松江城・堀川遊覧船など）=== 由志園 === 松江 松江

               約50分                               約15分                                                                               約45分                           

          JR     送迎バス等　　　　　　                                     送迎バス等     JR 

3日目  松江 ------ 安来 === 足立美術館 …… 安来節演芸館（安来節公演）=== 安来 ------ 岡山 ～各方面へ ～ 

 　　約25分     約20分                                                         約20分   約145分

❸岡山⇒鳥取県東部・西部ルート（2泊）

＜車（レンタカー）利用＞

日程 宿泊地

　　　車（レンタカー）

1日目  岡山 === 姫路城 === みたき園 === 石谷家住宅 === 大江ノ郷自然牧場 …… 八頭（星空観察会） 八頭

     約90分　  約90分　　　約20分           約30分

2日目  八頭 === 鳥取砂丘（砂の美術館） === 白兎海岸 === 三朝温泉 三朝温泉

     約30分                             約20分        約45分

3日目  三朝温泉 === 青山剛昌ふるさと館 === 境港（水木しげるロード・記念館など）=== 岡山 ～ 各方面へ ～

     　  約35分                        約70分                                               約160分

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

①岡山⇒鳥取県東部・西部コース（2泊）

②岡山⇒島根県東部コース（2泊）

③岡山⇒鳥取県東部・西部コース（2泊）

＜対象エリア＞ 1 山陰海岸ジオパーク 3 三徳山・三朝温泉・鳥取県中部

4 大山・皆生 5 境港・美保関

＜対象エリア＞ 6 松江・安来 7 出雲大社

＜対象エリア＞ 1 山陰海岸ジオパーク 2 八頭・智頭・若桜

3 三徳山・三朝温泉・鳥取県中部 5 境港・美保関



石見銀山

石見神楽

堀川遊覧船

水木しげるロード

奥出雲たたらと刀剣館

江島大橋

（2021年3月1日 現在）

❶広島⇒島根県西部ルート（2泊）

＜JR・（高速）バス利用＞

日程 宿泊地

      高速バス                                                                                     バス

1日目  広島 ====== 石見銀山（世界遺産センター・龍源寺間歩・大森の町並みなど）=== 大田（夜神楽鑑賞） 大田

      約170分                                                                                  約30分

                          JR           

2日目  大田 …… 大田市 ------ 津和野（殿町通り・太鼓谷稲成神社など）…… 津和野 津和野

                      約160分

                             JR

3日目  津和野 …… 津和野 ------ 新山口 ～ 各方面へ ～

                         約105分

❷広島⇒島根県東部・鳥取県西部ルート（2泊）

＜（高速）バス・JR利用＞

日程 宿泊地

      高速バス

1日目  広島 ====== 松江（国宝松江城・堀川遊覧船など）…… 松江 松江

      約180分  

          JR     送迎バス等　　  送迎バス等      JR       　　

2日目  松江 ------ 安来 === 足立美術館 === 安来 ------ 境港（水木しげるロード・記念館など） 境港

       約25分    約20分                          約75分

          JR    　　バス　                                      バス          JR

3日目  境港 ------ 米子 === 森の国（体験プログラムなど）=== 米子 ------ 岡山 ～ 各方面へ ～

       約50分    約40分                                                  約130分

❸広島⇒島根県南部・東部ルート（2泊）

＜車（レンタカー）利用＞

日程 宿泊地

　　　車（レンタカー）

1日目  広島 === 鬼の舌震 === 奥出雲たたらと刀剣館 === 出雲大社（神門通り） === 稲佐の浜 === 出雲 出雲

   約135分        約20分                          約90分                            約5分 　　　　 　                       

2日目  出雲 === 木綿街道 === 松江フォーゲルパーク === 松江（国宝松江城・堀川遊覧船など）=== 玉造温泉 玉造温泉

     約30分        約20分                           約20分                                             約20分

                   （車窓）

3日目  玉造温泉 === 江島大橋 === 由志園 === 足立美術館 === 広島 ～ 各方面へ ～

                   約40分               約40分          約180分                

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

行程　（ ・・・ 徒歩 　== 車・自転車　--- 鉄道　--→航空機　～～～船）

①広島⇒島根県西部コース（2泊）

②広島⇒島根県東部・鳥取県西部コース（2泊）

③広島⇒島根県南部・東部コース（2泊）

＜対象エリア＞ 9 石見銀山 10 石見 11 萩・津和野

＜対象エリア＞ 4 大山・皆生 5 境港・美保関 6 松江・安来

＜対象エリア＞ 6 松江・安来 7 出雲大社 8 日野・日南・奥出雲


