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安来周遊モデルコース ※Yバス
安来市広域生活バス（イエローバス）について
乗車料金　距離にかかわらず、1回あたりの料金です。安来市内のみ。
　　　　　大人/200円　小学生/100円　小学生未満/無料　1日フリー乗車券500円
※販売場所／広瀬バスターミナル(9:00～17:00)、観光交流プラザ（7:30～19:00）、
　　　　　　イエローバス車内

※Aバス
足立美術館無料シャトルバスについて
このバスは、足立美術館と安来駅を１日に１７回の往復の運転します。
定員28名、先着順、予約不可
安来駅行き（帰りのみ）は整理券を発行しています。
美術館入口のカウンターにて、出発便ごとのバス整理券を人数分お取りください。
足立美術館に入館された方のみご乗車できます。

Discover “Real Japan” in YASUGI Discover “Real Japan” in YASUGI 
を買ってお得に周遊！を買ってお得に周遊！

島根県安来市島根県安来市

BUS 

観光交流プラザアラエッサ♪YASUGI
安来市観光案内所（安来駅内）
安来市安来町２０９３-３　営業時間/7:30～19:00

足立美術館

安来市古川町320
大人/2,300円　大学生/1,800円
高校生/1,000円　小中学生/500円 
営業時間/9:00～17:30（10～3月17:00）
定休日/年中無休（新館のみ休館日あり）
米国専門誌の日本庭園ランキングで「１５年連続日
本一」。自然の山々を借景とした名園と横山大観ら
の近代日本画、陶芸などを観賞。日本庭園と日本画
を通して四季を感じる。
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安来節演芸館

安来市古川町534
大人/600円　小中学生/300円
営業時間/10:00～17:00
諸事情により中止・入場制限することがある
定休日/毎週水曜日（祝日の場合は営業）

（5・10・11月は第1水曜日のみ休館）
日本でも有名な「民謡・安来節」。鋼の歴史を歌うその歌
声を体で感じることができます。どじょうすくい踊りは、
きっとあなたを笑顔にしてくれます。上演時間３０分

（10:30～、11:40～、13:30～、15:30～）。
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安来市広瀬町布部345-27
大人/1,000円　学生500円(高校生以上)
営業時間/9:00～16:30　入館/16:00まで
定休日/毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、

（展示替えによる休館あり）、（年末年始）
平和を願い続けた画家「加納莞蕾（かのうかんら
い）」の思いを伝える美術館

和鋼博物館

安来市安来町１０５８
大人/300円　高校生/200円　小中学生/無料
営業時間/9:00～17:00　入館/16:30まで
定休日/毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
日本の伝統的製鉄法「たたら」に関する総合博物館。
江戸時代、安来は周辺山間部の「たたら」で生産され
る鉄の積み出し港として繁栄した。その後、良質な原
料と伝統的な技術に改良がなされ、世界的にも著名
な鋼生産の町である。
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清水寺

安来市清水町５２８　入山料なし 
拝観時間/9:00～17:00
季節により異なる　定休日/無し

有料拝観／三重塔（１週間前事前予約）
宝物館（１週間前事前予約）
大人/500円 中高生/300円 小学生/100円
休館日/8月10日～20日12月1日～2月末日
西暦587年に尊隆上人によって開かれた寺。観音様に
巡り合える幸せな光が山から出たことから「瑞光山」、
そして尊隆上人の1週間にわたる祈願（修行でも良い
です）により常に清い水が湧き出たことから「清水寺」
と名付けられたと伝えられている。
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安来市加納美術館D

D

Visit San’in Tourist Pass

Visit San’in Tourist Passでフリー入場 Visit San’in Tourist Passでフリー入場 Visit San’in Tourist Passでフリー入場 Visit San’in Tourist Passでフリー入場

①炉端かば

安来グランパ
②

⑦竹葉
⑧
レストラン安来苑

⑨さぎの湯荘 別邸「鷺泉」

広瀬の街並みC

吉田酒造・天野紺屋・八幡焼

加納美術館
入口

※35分乗換待ち

安来駅 → 　 　　　　　　　　→●→●→    昼食 → 　 　　　　　　　　→ 　 　安来駅 → 　 　和鋼博物館前 →●→ 　 　和鋼博物館前 → 　 　安来駅 

8:50（次便９：２０） 9：1０（次便９：4０） 13：3０
13：3５

13：５０
1４：００ 1４：０2 15：35 15：409：229：03Y バ ス

A バ ス

●足立美術館▷●安来節演芸館▷●和鋼博物館/所要時間7時間COURSE No.1

COURSE No.2

COURSE No.3

COURSE No.4

場 所

※定休/毎週水曜日
所 要 時 間 11:40公演3０分

A B EBUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS 

A B E
鷺の湯温泉
足立美術館前

鷺の湯温泉
足立美術館前

昼食 →  　  安来駅 → 　 　　　　　　　　→ ●→ ●→ 　 　　　　　　　　→ 　 　安来駅

13:00 13：2０（足立美術館） 1６：００（次便１６：4５） 1６：２０（次便１７：０５）
1６：０５ 1６：２５13：2112：59Y バ ス

A バ ス

●安来節演芸館▷●足立美術館/所要時間5時間
場 所

※定休/毎週水曜日
所 要 時 間 13:30公演3０分
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BUS BUS BUS BUS BUS 

BUS BUS BUS 

B A

安来節演芸館前

鷺の湯温泉
足立美術館前

BUS 安来節演芸館前

鷺の湯温泉
足立美術館前

安来駅 → 　 　清水寺 → ●参拝・周辺散策 → 　   昼食 → 　 　清水寺 → 　 　　　　　　　 → ●→ ●→ 　 　　　　　　　  →     安来駅

10：1910：05Y バ ス
A バ ス

●清水寺▷●足立美術館▷●安来節演芸館/所要時間7時間
場 所

所 要 時 間

F A B
A BF

13:26
16：45（次便17：15）
16:42 17:1012：55

17：05（次便17：35）

安来駅 →  　　　　 　　→●→  　　　　 　　→  　　　　 　　→ 　   昼食 →●→  　　　　 　　→  　　　　 　　→  　　　　 　　→●→  　　　　 　　→   　安来駅 

16：45（次便17：15） 17：05（次便17：35）
9：309：03Y バ ス

A バ ス

●広瀬の街並み▷●加納美術館▷●足立美術館/所要時間8時間　　Yバス1日乗車券を！
場 所

所 要 時 間

C D ABUS BUS 

C D A
広瀬バス
ターミナル

BUS BUS 加納美術館
入口

BUS 鷺の湯温泉
足立美術館前

BUS 鷺の湯温泉
足立美術館前

BUS BUS 乗り換え
市立病院前

BUS 広瀬バス
ターミナル

11：4511：24 14：17・14：５３14：01 14：５７ 1６：４０ 1７：１0

B A

※定休/毎週水曜日
15:30公演3０分
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販売価格（販売対象/外国人旅行者（在留外国人も含む）

2,000円 小人（6～11歳まで）1‚000円
１Dayパス（24時間） 4,000円 小人（6～11歳まで）2‚000円

3Dayパス（72時間）
優待施設もあります
島根･鳥取県の観光施設がお得に周遊できます。

観光の情報は安来市観光案内所（安来駅内）へ

E-mail : sanin@jga.co.jp 英語でのお問い合わせは次のメールアドレスまで。（ご返事に時間がかかる場合があります）

アプリをダウン
ロードして

パスをご購入
ください。

安来のお店情報安来のお店情報

お 得 !

ちどりタクシー TEL0854-22-2988（安来市安来町1249-3）、広瀬タクシー TEL0854-32-2936（安来市広瀬町広瀬986）、日本交通 安来営業所 TEL0854-22-2541（安来市安来町1951-1）TAXI

https://www.sanin-tourism.com/tourist_pass
チラシに記載のご利用内容（利用可能施設、入場割引他）は変更とな
る場合がございます。予めご了承ください。

アプリを
ダウン
ロード

Visit San’in Tourist Pass

販 売 場 所
◎安来旅行（安来駅前） 営業/月～金9:00～17:30、土9:00～12:00

休日/日曜・祝日
営業/9:00～18:00
休日/無休
             営業/9:00～18:00
休日/年始

◎松江国際観光案内所（松江駅前）

◎米子市国際観光案内所（米子駅構内）

買い物・グルメ・体験など、このパスで優待が受けられます｡
（割引、プレゼントなど）ご利用可能施設はアプリでご確認ください。 

Shopping Experience Gourmet Looking

⑪お食事処「どじょう亭」
安来市古川町534
営業時間／10:00～17:00 LO／15:30　15:30～17:00 喫茶のみ
休日／毎週水曜日（祝日の場合は営業）（5・10・11月は第1水曜日のみ休館）
どじょう料理の定食があります。「まるごと安来丼」は、地元で獲れた
食材をのっけて丼にしました！

①炉端かば安来駅前本店
安来市安来町2093-4
営業時間／11:00～14:30 LO／14:00　17:00～24:00 LO／23:30
休日／なし
「山陰」×「食」の感動を提供する。季節の旬から定番まで取りそろえ。
和風居酒屋。

VisitPass
特典 ビール１杯サービス安来駅周辺

②安来グランパ
安来市安来町1058 和鋼博物館2F
営業時間／11:00～15:00 LO／14:30　17:00～21:00 LO／20:30 
休日／毎週水曜日
山陰の食材を炭火焼きで仕上げて美味しく楽しめるレストラン。余計な油は使わ
ない、シンプルでヘルシーな調理法だからこそ、素材の味が楽しめるレストラン。

安来駅周辺

③民芸そば 志ばらく
安来市安来町188
営業時間／11:00～21:00　日曜日11:00～13:30
休日／不定休

安来駅から徒歩５分。手打ち出雲そば処。乗相院の山水を使うため、そばは上品で口
当たりが良く、だしは濃い目ながらさっぱりとした後味を残してくれます。

安来駅周辺

④清水茶屋 ゆう心
安来市清水町10-7　清水寺駐車場前
営業時間／11:00～17:00 LO／16:30 17:00～21:30 LO／21:00 夜は予約のみ。
休日／不定休月に１～２回
精進料理がリーズナブルに食べられる精進定食あり。その他、そば、
うどん、てんぷら、和定食等、和食が楽しめる。

⑤精進料理 紅葉館
安来市清水町528　清水寺境内
営業時間／11:30～15:00 LO／14:00 17:30～21:00 ※夜は予約のみ　団体は予約が必要です。
休日／不定休
身体にやさしくて食べて美味しい精進料理。基本メニューは、
予約なしでOK（一部除く）。

⑥精進料理 松琴舘
安来市清水町52７　清水寺境内
営業時間／11:00～14:00　17:00～21:00 夜は予約のみ
休日／なし
創業明治２年！代々受け継がれた味と技法。四季の風情とともに歩ん
できた歴史があり、現在で６代目。予約なしでOK（一部除く）。

⑫天野紺屋
安来市広瀬町広瀬968 営業時間／10:00～18:00
休日／不定休（要連絡）
体験は2名様以上要予約（3日前）

1870年創業。昔から変わらぬ技法で「綿」「麻」「絹」を染めている。この地の特産である広
瀬絣の糸も染めている。藍染めで作られた名刺入、ポーチ、Tシャツなど売っている。

VisitPass
特典 お買い上げ金額から８％サービス広瀬町街並み

月山周辺

⑯鍛冶工房 弘光
安来市広瀬町布部1168-8
営業時間／9:00～17:00
休日／不定休
日本刀鍛錬の技を生かし、日本古来の鐵によるあかり器具（燭台や行灯など）、暮らし
に美と用のしつらえを提案する創作あかり工芸。一品一品、心をこめて作っている。

VisitPass
特典 和ローソクセット（赤＆白）各１本サービス ※燭台を

   お求めの方

⑭吉田酒造（日本酒「月山」醸造元）

安来市広瀬町広瀬1216  営業時間／10:00～16:00　休日／不定休

1743年創業。地元の水、地元の米を使い、日本酒「月山」を造っている。製法に
もこだわり、味を追求している。この地のお殿様にも献上していた歴史がある。

VisitPass
特典 1000円以上お買い上げの方に弊社お猪口1個サービス致します

⑬八幡焼窯元
安来市広瀬町広瀬99
営業時間／10:00～17:00 不在にしている場合があります。
休日／不定休
1723年創業の歴史を持つ窯元。色鮮やかな緑色の青釉を大切にし、使うほど落
ち着きを増す器が特徴。茶碗、皿、ボウルなど様々並んでいる。ブローチもあるよ

VisitPass
特典 その場で当たる！スピードくじ※本人様

　限り
広瀬町街並み

月山周辺

広瀬町街並み
月山周辺

⑦竹葉
安来市古川町438
営業時間／11:30～14:00 LO／13:45
休日／不定休
名物出雲蕎麦や各種定食、丼物、カレー、ベジタリアン向けの
食事あり。温泉入浴も可能です。

VisitPass
特典 温泉入浴料半額（500円→２５０円）足立美術館周辺

⑩すし処 両國鮨
安来市植田町1072-1（足立美術館新館よこ）
営業時間／11:00～15:00 （シャリ・ネタが無くなり次第終了）
休日／不定休
境港・松江の漁港から毎朝仕入れる四季折々の新鮮なネタと奥出雲・仁多米を使用
した艶と甘みのあるシャリ。山陰の旬の味覚と職人の熟練の技をご堪能ください。

足立美術館周辺

⑧レストラン 安来苑
安来市古川町478
営業時間／11:00～14:00
休日／なし
足立美術館ななめ向かいにあるレストラン。おおきなひょっとこのお面が目印。
和食を中心に、蕎麦・丼・カレーなどがあります。どじょう料理もあるよ。

足立美術館周辺

⑨さぎの湯荘 本館/別邸「鷺泉」
安来市古川町478-1 営業時間／11:00～14:30予約制
休日／不定休（月２回）
本館／御食事4,000円（税別）～ 別邸鷺泉／御食事4,500円（税別）～※いずれも要予約

足立美術館すぐ近くにある、豊かな自然に囲まれた温泉郷・さぎの湯温泉。さぎの湯荘
は、日帰り入浴ができるお宿。別邸鷺泉は、古民家を移築し改装した和モダンな空間。

足立美術館周辺

足立美術館周辺

清水寺周辺

清水寺周辺

清水寺周辺

⑮レストラン やまさや
安来市広瀬町布部319
営業時間／11:00～16:00 LO／ランチ13:30、カフェ15:30 喫茶のみ
休日／毎週火曜日（祝日の場合は翌日）（年末年始）
地元布部米を使った、「本日のランチ」をはじめ、ステーキライス、
オムライスなどが人気

加納美術館周辺

加納美術館周辺

VisitPass
特典 温泉入浴 ７00円を５０0円

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待 Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

Visit San’in Tourist Pass優待

VisitPass
特典 お食事をされた方１ドリンクサービス

VisitPass
特典 ドリンク１杯サービス

※団体不可※御食事処ご利用の方のみ
※入浴のみは不可。

Visit San’in Tourist Pass優待
VisitPass
特典 食後のコーヒー１杯サービス

Sanin Pass 検  索

Sanin Pass 検  索

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


