しまね観光キャンペーン情報・お得情報
2022 年 4 月７日現在
＊キャンペーン期間内であっても、規定数に達した場合、終了します。事前に各市町村の観光協会等にご確認ください。
＊新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、予告なく休止する場合があります。
＊購入窓口、利用可能施設などの詳細は、各市町村の観光協会等のホームページにて、ご確認ください。

しまね観光キャンペーン情報
NO.

利用

１

県内

名称

期間

概要

しまねプレミアム飲

販売期間；4 月 20 日

島根県内の飲食店で利用できるプレミアム付食事券

食券

～9 月 30 日

（6,000 円で 5,000 円分）を発行。

利用期間；4 月 27 日

※詳細は最終頁ＱＲコードでご確認ください。

～10 月 31 日

２

県内

３

隠岐

しまねカード
おき得乗船券

2022 年 4 月 1 日～

県内の加盟施設や飲食店での割引や特典。

2023 年 3 月 31 日

※詳細は最終頁ＱＲコードでご確認ください。

2022 年 4 月 1 日～

隠岐島内で宿泊と観光体験のご利用で帰りのフェリ

2023 年 3 月 31 日

ー運賃（2 等）
・高速船が無料になるお得なチケット。
※WEB 申込
※詳細は最終頁ＱＲコードでご確認ください。

４

雲南市

木次線 に乗って魅力

3 月 25 日～4 月 24

木次線に乗って、木次線周辺の観光スポットやお店な

発見スタンプラリー

日

どでスタンプを獲得すると、抽選で木次線沿線の特産
品をプレゼント。

５

浜田市

浜田自 動車道利用で

県外の IC から浜田自動車道を通り浜田市内の IC で

施設利 用がもっとお

降りると対象施設で割引が受けれます。

得にキャンペーン
しまね観光おとく情報

１

松江市

２

松江市

ぐるっと

○共通二日乗車券（市営バス・松江レイクライン） ○一日乗車券（松江レイ

松江レイクライン

クラインのみ）
。＊指定されている観光施設での割引制度もあり。

日帰り

2 日間乗り放題乗車券（市営バス・ぐるっとレイクライン）と、人気観光地や

路線バスパック

体験プランセットの企画乗車券。
『由志園日帰り路線バスパック』
『松江着物語』
『松江の抹茶セット』

３

松江市

〔割引〕
２館共通券
３館共通券

〔２館共通券〕
●松江城天守閣登閣・松江歴史館、 ●小泉八雲記念館・小泉八雲旧居
〔３館共通券〕
●松江城天守閣登閣・小泉八雲記念館・武家屋敷/他 12 施設で割引あり。

４

松江市

フォー ゲル＆フリー

松江フォーゲルパーク入園引換券と一畑電車 1 日乗り降り自由のフリー乗車券

チケット

がセットになったお得なチケットです。

５

松江市

〔団体割引〕

チケットを同時購入により団体割引となります。

「堀川めぐり乗船券」と「松

※他の割引との併用はできません。

江フォーゲルパーク入場券」

６

松江市

〔料金割引〕

料金割引の他、由志園内各お食事処でのお食事代金が 10% 割引。※他の割引

「堀川めぐり乗船券」と

との併用はできません。

「由志園セット券」

７
８

松江市

縁結び パーフェクト

出雲路をめぐる電車・バス３日間フリー乗車券

出雲市

チケット

＊対象施設でお得な割引や特典も受けれます。

石見（いわ 「石見神楽出張上演」 ※県外からの

石見地域へ団体（9 名以上）で宿泊いただくお客様へ、

み）地域

新規予約は受付停止

50,000 円以上かかる上演料金が、20,000 円で神楽鑑

(2022.2.21 現在)

賞いただける『石見神楽出張上演』の助成制度。＊宿

※4.1 現在更新なし。

泊される石見地域の市町村観光協会にお問い合わせ。

助成制度

(県西部)

９

浜田市

10

益田市

11

津和野町

はまだマリンエリア・ 浜田市内の対象エリア内で石見交通バスを１日乗り放題乗車券（はまだマリン
アクア スエリア１日

エリア：500 円、アクアスエリア：1,000 円）

バス乗車券

〔お問い合わせ；石見交通(株)浜田営業所 TEL0855-27-2211〕

歴史を 巡る路線バス

・雪舟ライン（益田駅～医光寺）

の旅（１日乗り放題） ・人麿+雪舟ライン（医光寺～蟠竜湖）
津和野 町リピーター

2021 年 3 月 27 日以降に複数回、津和野町にお越し頂いたお客様に各施設から

優待制度

任意のサービスを受けることができます。
＊会員証（入会金・年会費等無料）作成し、次回お越しの時、提示が必要です。

12

津和野町

城下町つわの 1 日バス 町内のバス（町営バス・石見交通）のバスが乗り降り自由に出来るお得な乗車
乗車券

券。指定の施設で団体割引特典付き。

○ＪＲ（やくも＆新幹線＜期間限定＞割引、阪神往復割引きっぷ）等の各種交通機関の割引、各旅行会社のキャン
ペーン情報、１日バス乗車券等は、各社のホームページにて、ご確認ください。
○中国横断自動車道（愛称：中国やまなみ街道）尾道松江線の一部無料区間情報
★「しまね観光ナビ」→「やまなみ街道」QR コード

〔各種観光キャンペーン・お得情報等のお問い合わせ先〕
県内各観光協会

住所

連絡先

松江観光協会

島根県松江市中原町 19

0852-27-5843

出雲観光協会

島根県出雲市駅南町 1-5 ビッグハート出雲内

0853-31-9466

安来市観光協会

島根県安来市安来町 2093-3

0854-23-7667

雲南市観光協会

島根県雲南市木次町里方 26 番地 1

ホームページよりお問い合わせ

奥出雲町観光協会

島根県仁多郡奥出雲町三成 641-22

0854-54-2260

（JR 木次線出雲三成駅構内）
飯南町観光協会

島根県飯石郡飯南町下赤名 880-3

0854-76-9050

大田市観光協会

島根県大田市仁摩町仁万 562-3

0854-88-9950

美郷町観光協会

島根県邑智郡美郷町粕渕 355-1 101 号室

0855-75-1330

川本町観光協会

島根県邑智郡川本町大字川本 271-3

0855-74-2345

邑南町観光協会

島根県邑智郡邑南町矢上 7154-10

0855-95-2369

香木の森公園クラフト館内
江津市観光協会

江津市江津町 1518-1

0855-52-0534

江津ひと・まちプラザ パレットごうつ内
浜田市観光協会

島根県浜田市浅井町 777-35

0855-24-1085

益田市観光協会

島根県益田市駅前町 17-2

0856-22-7120

津和野町観光協会

島根県鹿足郡津和野町後田イ 71-2

0856-72-1771

吉賀町観光協会

島根県鹿足郡吉賀町有飯 238-2

080-2922-1506

隠岐観光協会

島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24

08512-2-1577

隠岐合同庁舎別館１階

しまね観光ナビ・県内観

しまねプレミアム飲食券

しまねカード

おき得乗船券

光協会ホームページ

QR コード

QR コード

QR コード

ＱＲコード

