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設定期間

コース

取消料

留意事項

予約方法

料金（税込）

場所
所要時間

通年
一畑電車全線
お客様のプランに合わせます。（応相談）
松江しんじ湖温泉駅～川跡駅～出雲大社前駅などお客様のご希望の区間で運行いたします。
35名以上：団体割引適用運賃×実人数
35名未満：お問合せください。
※車両を指定されている場合は別途10,000円、電車ガイドを付ける場合は別途5,000円が必要です。
電話またはFAX　要予約（1か月前まで）
なし
※但し5日前までに連絡が必要
・運行日、運行時間など、ご希望に添えない場合もあります。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

団体向け着地型企画②

電車をまるごと貸し切ってみませんか？

一畑電車貸切プラン

一畑電車株式会社
〒691-0001 島根県出雲市平田町2226
TEL：0853-62-3383　FAX：0853-62-3384

予約・問合せ先

オプション等

●和スイーツ電車
　和スイーツ電車でしか味わえない限定和菓子を、ゆったりと流れる景色を眺めながらお抹茶と一緒にお楽しみいただけます。
　10以上30名まで、1,200円/人（抹茶、和菓子、番茶、菓子、お土産代含）  ※運賃が別途必要となります。詳細はお問合せください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※10名未満でのご利用の際はお問合せください。  ※使用車両は楯縫号になります。

ご縁電車 しまねっこ号Ⅱ（イメージ） 和スイーツ電車（イメージ） 和スイーツ電車車内

内　容
●松江～出雲市～出雲大社を結
ぶ一畑電車を貸し切るプラン。
●車内からは宍道湖や美しい田
園風景が眺められます。

楯縫号（イメージ）

団体向け着地型企画①

松江堀川・地ビール館
〒690-0876 島根県松江市黒田町509-1
TEL：0852-55-8877 FAX：0852-27-6870
担当：浜野・野津

予約・問合せ先
堀川遊覧船管理事務所
〒690-0876 島根県松江市黒田町507-1
TEL：0852-27-0417 FAX：0852-27-0341

予約・問合せ先
堀川遊覧船管理事務所
〒690-0876 島根県松江市黒田町507-1
TEL：0852-27-0417 FAX：0852-27-0341

予約・問合せ先

オプション等

設定期間
料金（税込）

運航時間
乗船場
予約方法
取消料
留意事項

通年
・遊覧船セット料理A:お一人様3,500円（税込）
・遊覧船セット料理B:お一人様2,600円（税込）
※詳細内容はお問合せください。
※季節により内容が変更になる場合があります。
お問合せください。
ふれあい広場乗船場　1周コース:50分
電話またはFAX　要予約（1か月前まで）
お問合せください。
・20名以上の団体の場合に承ります。
・遊覧時間約30分の短縮コースとのセットプラン
　もあります。（30名様以上）
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

●国宝松江城のお堀をめぐる遊覧船と松江・堀川地ビー
ル館での食事がセットになったお得なプランです。

設定期間
設定除外日
料金（税込）
受入人数
運航時間

受入人数
予約方法
取消料
留意事項

通年
繁忙期は除く
乗船料2,000円（抹茶・茶菓子代含む）
2～ 40名
10:00  15:00
※20名以上は時間要相談
ふれあい広場乗船場  1周コース:50分
電話またはFAX　要予約（2日前17:00まで）
お問合せください。
・乗船前に「松江堀川地ビール館1階カウンター」で、 
　お茶道具セットを受け取られた後、堀川遊覧船窓
　口にお越しいただきます。
　下船後、お茶道具セットを「松江堀川地ビール館」
　にご返却していただきます。

設定期間

設定除外日
所要時間
受入人数
コース

予約方法
取消料
留意事項

料金（税込）

2020年4月～2021年3月末
※それ以外については要確認
GW,お盆,年末年始
ご希望時間にて要協議　約1時間
50～ 200名まで
北公園～ 2か所乗船場（カラコロ乗船場不可）
※要協議
1隻（10名）　15,000円　※乗船1回のみ
電話またはFAX　要予約（半年前までに）
お問合せください。
・詳細についてのご相談を実施日の1ヶ月前頃に
　させて頂きます。

●松江北公園内に流れる北田川に仮設桟橋を設置。くに
びきメッセ等でのコンベンションや大会などに参加され
た方を対象に、船たびと松江城や武家屋敷など、観光施
設までの移動手段として利用できます。

●遊覧船の船内で自分の点てた抹茶と松江の伝統和菓子
をいただきながら、城下町の風情と茶の湯文化を愉しん
でいただきます。

内
容

内

容
内

容

●堀川めぐりをしながらお弁当をいただけるプランもあります。
　10～40名、2,800円/人（乗船料含）  詳細はお問合せください。

堀川めぐり＆お食事セットプラン 「お茶船」

ぐるっと松江堀川めぐり特別プラン

コンベンション特別運航

・荒天時、遊覧船が運休又はコース変更する場合があります。
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プラン内容 設定期間

受入可能人数

取消料
予約方法

留意事項

料金（税込）

設定除外日
所要時間

通年
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始
2時間
40名（ガイド1名あたり）　最少催行人員：3名
お一人様1,500円（税込）
【料金に含まれるもの】
ガイド料、入場料、お土産品
（元祖たまごかけごはん専用醤油おたまはん）
電話またはFAX　要予約（7日前まで）
11日前まで：0％　10～8日前：20％　7～2日前：30％　
前日：40%　当日：100％
・移動用車両の設定はありません。必ずご用意ください。
・冬季積雪、その他荒天等により催行できない場合があります。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

道の駅たたらば壱番地or稲わら工房（ガイド待合せ）
↓
吉田町散策：ノスタルジック溢れる吉田のまち並みを歩きます
（中国地方一の鉄山師「田部家」の土蔵群など）
↓
菅谷たたら「高殿」見学：日本に唯一残る「高殿」、1751年～
1922まで操業
↓
菅谷のまち散策：たたら製鉄の従業者が居住していた地区
↓
道の駅たたらば壱番地or稲わら工房（ガイド下車）

団体向け着地型企画⑤

まち歩き：吉田のたたら巡り

株式会社吉田ふるさと村 観光事業部
〒690-2801 島根県雲南市吉田町吉田1047-2
TEL：0854-74-0500　FAX：0854-74-0501　担当：小田

予約・問合せ先

吉田町散策（イメージ） 菅谷たたら「高殿」外観 菅谷たたら「高殿」（イメージ）

内　容
●たたら製鉄が行われていた高殿
形式の遺構として日本に唯一残
る「菅谷たたら山内」と、昭和レ
トロなまち並みが残る吉田町の
散策ツアーです。

おたまはん

設定期間
所要時間
場所
取消料

予約方法

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

通年（特別な祭儀時を除く）
約40分
万九千神社 神殿内
なし
約80名（大型バス駐車場有り）
祈願料 一人当たり3,000円より ※玉串料・授与品料含む
FAX ※万九千神社HPより申込書をダウンロードしお送りください。
要予約（14日前まで）
・①授与品（お神酒代=じんじゃエール、絵馬、結び守
　 り）3点をお授けします。
　②神前での特別祈願のため、参拝にふさわしい服装
　 で参加ください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。
万九千神社
〒699-0615 島根県出雲市斐川町併川258番地
TEL：0853-72-9412　担当：錦田
FAX①：0853-72-9412　FAX②：0853-72-2032
※申込の際は上記2つの番号へFAXをお送りください。

予約・問合せ先

団体向け着地型企画④
神在月に日本中の神さまが出雲路の最後に神集い、神議り、宴ののちに
旅立つ古社 万九千神社（まんくせんさん）の特別祈願（結び参り）」

内

容

●1 八百万神の出入り口、全国最小級の殿内鳥居をくぐって御神殿の中へ昇殿
●2 御縁結びと神恩感謝の特別祈願祭「結び参り」に参列
●3 宮司による楽しい講話（10分）
●4 「お神酒」「お神酒代」を頂いて直会（なおらい）、お守り等を受けて
●5 殿内鳥居をくぐり、御神殿から退下。「新たなる旅立ち」「新しい一歩」へ

からさで神事万九千神社神殿

設定期間
設定除外日
場所
所要時間

料金（税込）
予約方法
留意事項

受入可能人数
コース

通年
年末年始
中村茶舗又は寺町観光バス駐車場
約50分
40名
中村茶舗にてお抹茶を一服ご提供。その後、お好みの
和菓子屋さんを自由にめぐっていただきます。
【対象の老舗店】
中村茶舗、風流堂、三英堂、彩雲堂、桂月堂
無料
電話またはFAX　要予約（7日前まで）
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

松江不昧公好み老舗会（中村茶舗内）
〒690-0064 島根県松江市天神町6
TEL：0852-24-0057　FAX：0852-24-0057

予約・問合せ先

団体向け着地型企画③

銘茶・銘菓 老舗めぐり

内

容
●茶処、菓子処として有名な松江の「銘茶」「銘菓」をめぐり、
老舗の味と城下町の風情を楽しむプランです。

イメージ

団
体
向
け
着
地
型
企
画
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設定期間
設定除外日
料金（税込）
予約方法
留意事項

通年
事前送付か、現地受け取りかを選択してください。
350円
電話　※専用申込書をご案内します。
・現地受け取り（島根県内）を希望される場合は、事前
　にご相談ください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

公益社団法人島根県観光連盟 ツアーデスク
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL：0852-21-3990 FAX：0852-22-5580

予約・問合せ先

団体向け着地型企画⑦

オリジナルペーパー加湿器

内

容

●（株）ポーラが実施する「ニッポン美肌県グランプリ」で常に
上位を獲得している島根県。その要因に島根県の気象条件
（うるおい）があります。そこで、島根のうるおいをイメージ
したオリジナルデザインの「ペーパー加湿器」を企画しまし
た。旅の記念や特典としてご活用ください。

ペーパー加湿器使用イメージ

設定期間
派遣先
所要時間
料金（税込）
申込先

取消料
留意事項

通年
石見地域の宿泊施設等 ※詳細はお問合せください。
1時間程度（1～2演目）
20,000円　※通常は50,000円以上必要です。
石見地域の各観光協会　要予約（14日前まで） 
※詳細はお問合せください。
なし
・9名以上の団体で石見地域の宿泊施設で宿泊する　   
　ことが条件です。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

石見観光振興協議会
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
TEL：0855-29-5647　FAX：0855-22-5306

予約・問合せ先

団体向け着地型企画⑥

石見神楽出張上演

内

容

●指定の宴会場に石見の伝統芸能「石見神楽」を格安で派遣
するお得なプラン。ダイナミックな神楽の舞を間近で鑑賞い
ただけます。

石見神楽大蛇（イメージ）


