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出雲大社

一畑電車（秋鹿町駅）

Ｊ Ｒ揖屋駅
いや

いちばたでんしゃ　　あいかまち

よもつひらさか　　　　　　　いふやざか

黄泉比良坂・伊賦夜坂

01. 出雲大社
菅井きんさん演じる老婦人が、

北川景子さん演じる泉美とベ

ンチに腰掛け、 言葉を交わす

シーンが撮影されました。

淳一とかわした“出雲へ一緒に

行く ”という約束を果たそうと、

淳一の母 ・ 沙恵子の元へ向か

うシーンが撮影された場所です。

泉美が 「黄泉比良坂 ・ 伊賦夜

坂」 へ向かうシーンが撮影されま

した。 この場面には、 本物の揖屋

駅の駅員さんが登場します。

島根県出雲市大社町杵築東195
0853-53-3100 

島根県松江市秋鹿町 3341
0852-88-2013 

島根県八束郡東出雲町大字
揖屋町804　　0852-52-2041 

03. ＪＲ揖屋駅
映画のラストを飾る重要なシーン

の撮影が行われました。 神秘的

な空気に包まれた空間。 そこで

泉美が見たものとは…。

島根県八束郡東出雲町揖屋
0852-52-6704 

04. 黄泉比良坂・伊賦夜坂02.一畑電車（秋鹿町駅）
いちばたでんしゃ いや よもつひらさか　　　　　　いふやざかあいかまち

いずもたいしゃまえ

いずもし

かわと

うんしゅうひらた

松江
しんじ湖

温泉

映画「瞬 またたき」ロケ地＆
縁結び・パワースポットマップ
映画「瞬 またたき」ロケ地＆
縁結び・パワースポットマップ
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01 湯の川温泉
「日本三美人の湯」 のひとつ。神

話の国の出雲路の秘められた温

泉として古くから人気がある。

島根県簸川郡斐川町学頭
TEL.0853-73-9240

02 玉造温泉 松江しんじ湖温泉 鷺の湯温泉
さぎ

「一度濯げば容姿麗しく、再び浴

すれば万の病が直る」 と伝わる

日本最古の歴史をもつ温泉。

島根県松江市玉湯町玉造
TEL.0852-62-3300

03

四季折々に変化する宍道湖の眺

望が楽しめる温泉。宍道湖七珍

を使った郷土料理がおすすめ。

島根県松江市千鳥町
TEL.0852-21-7889

04

温泉は天然かけ流し、 全館に露

天風呂がある穴場スポット。周辺

の観光地へのアクセスも便利。

島根県安来市古川町
TEL.0854-28-6211

08 島根県立古代出雲
歴史博物館

国宝の銅剣や銅鐸、 出雲大社本

殿の巨大柱等を展示。葉がハート

形の「桂」の並木道がある。

島根県出雲市大社町杵築東 99-4
TEL.0853-53-8600

01 須佐神社

オロチ退治で有名な

スサノオ尊を祀る須佐

神社。日本一のパワー

スポットとして人気。

湖 岸 に は 縁 結 び ス

ポットとして有名な「宍

道湖うさぎ」 があり、

宍道湖の夕日が望め

る。

恋みくじができる 「カ

ラコロ大黒」 や、 縁結

び の 願 い を 込 め る

「ハートの石畳」 が人

気。

園内にある 「幸せの椅

子」 にカップルで座る

と、 深い絆で結ばれる

といわれている。

島根県出雲市佐田町
須佐 730
TEL.0853-84-0605

09 八上姫神社
大国主命に恋した八上姫が、 こ

の地の温泉で疲れを癒し、美しさ

に一層磨きをかけたと伝わる。

島根県簸川郡斐川町荘原
TEL.0853-73-9240

10 八上姫像

大国主命に助けられた白兎が、

大国主命の結婚相手として縁を

取り持った聡明な女性。

島根県簸川郡斐川町荘原
TEL.0853-73-9240

11 来待ストーン
来待石のモニュメント等を展示。

館内のレストランでは、 気軽にフ

ランス料理が楽しめる。

島根県松江市宍道町東来待 1574-1
TEL.0852-66-9050

02 いずもまがたまの里伝承館

パワーストーンを数多

く取り扱うお店。自分

で選んだ石を使って、

縁結びアクセサリーが

作れる。

願いを叶えてくれる

「願い石」があり、 「叶

い石」 に触れさせて祈

ると願いが叶うといわ

れている。

人気の縁結びスポッ

ト。稲田姫が鏡として

使ったとされる鏡の池

で行う 「鏡の池占い」

が有名。

島根県松江市玉湯町湯町 1755-1
TEL.0852-62-2288

03 玉作湯神社
たまつくりゆ

やがみひめ

ゆうしえん

すが

きよみずでら いや

きまち さだ

島根県松江市玉湯町玉造 508
TEL.0852-62-3300

04 八重垣神社

島根県松江市佐草町 227
TEL.0852-21-1148

05 島根県立美術館

島根県松江市袖師町 1-5
TEL.0852-55-4700

12 縁結びの鐘
宍道湖観光遊覧船 「はくちょう」

にある、荒神谷の銅鐸をモチーフ

につくられた小さな銅鐸。

島根県松江市東朝日町 150-7 （白鳥
観光）　TEL.0852-24-3218

06 カラコロ広場

島根県松江市末次本町
TEL.0852-55-5630

13 レイクライン
観光周遊バス。車内には「縁結び

シート」 が設けられ、 良縁を運ぶ

プレゼントがもらえる。

島根県松江市平成町 1751-21（松江
市交通局）　TEL.0852-60-1111

14 佐太神社・田中神社

開運 ・ 招福の御利益がある佐

太神社。そこから約 100m ほど

東に田中神社がある。

島根県松江市鹿島町佐陀宮内７３
TEL.0852-82-0668

07 松江フォーゲルパーク

島根県松江市大垣町 52
TEL.0852-88-9800

15 美保神社
全国のえびすさんの総本山。出

雲大社と共にお参りすると、御利

益がアップするといわれている。

島根県松江市美保関町美保関 608
TEL.0852-73-0506

16 由志園
園内の 「牡丹観音菩薩像」 にお

参りすると、家族を思いやる気持

ちとご縁を受けることができる。

島根県松江市八束町波入 1260-2
TEL0852-76-2255

17 ＪＲ安来駅
駅前にあるご当地キャラ 「あら

エッサ君」の像に触れながら想い

を込めると恋が叶うといわれる。

島根県安来市安来町 2136
TEL.0854-23-3346

18 清水寺 足立美術館
本堂内にある「びんづる尊」の胸

をなでれば、「過去の心の痛み」、 

「恋の病」を癒してくれるという。

島根県安来市清水町 528
TEL.0854-22-2151

19

日本庭園が有名。茶室「寿楽庵」

にある純金の茶釜で点てたお抹

茶は「福を招く」といわれている。

島根県安来市古川町 320
TEL.0854-28-7111

20 揖夜神社
出雲風土記や日本書紀にも登

場し、黄泉国、死の国の世界に縁

の深い社として重視された神社。

島根県八束郡東出雲町揖屋 2229
TEL.0852-52-6888

21 嫁来い観音・婿来い地蔵

ここをお参りした後、 近くの嫁来

い橋と婿来い橋を渡り、もう一度

祈ると願いが成就するという。

島根県安来市広瀬町
TEL.0854-23-3340

22 須我神社
スサノオノミコトとイナタヒメノミ

コトが結婚して新居を構えたとさ

れる地。

島根県雲南市大東町須賀 260
TEL.0854-43-2906

温泉

映画「瞬 またたき」ロケ地 ＆ 縁結び・パワースポット 一覧

【お問い合わせ】 島根県観光連盟（しまね観光ナビ http://www.kankou-shimane.com/）　　　にほんばし島根館（ http://www.shimanekan.jp/）

縁結び
&

パワー
スポット

まだまだ

あります♪
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