
2012 年 8 月 10 日 

J R グ ル ー プ 
 

「山陰デスティネーションキャンペーン」を開催します！ 
 

ＪＲグループでは、鳥取県、島根県と連携し、「山陰デスティネーションキャンペーン」(以下、山陰
ＤＣ)を開催いたします。鳥取県、島根県で実施するデスティネーションキャンペーンは今回で5回目で
あり、6年ぶりとなります。 
 「古事記」「まんが」「ジオパーク」「山陰の食」をテーマに、島根県を会場とする「神話博しまね」、
鳥取県を会場とする「国際まんが博」などのイベントを開催し、駅からの二次交通アクセスの整備を行
うと共に、お越しいただいたお客様に「また山陰へ行ってみたい」と感じていただけるよう、地元とJR
が一体となった「感動のおもてなし」でお客様をお出迎えいたします。 
 また、「鬼太郎」「ねずみ男」「ねこ娘」「目玉おやじ」「名探偵コナン」など、地元を代表する漫画家
のキャラクターを描いたイラスト列車や、山陰の自然を満喫していただけるトロッコ列車「奥出雲おろ
ち」号など、旅を一層楽しくする列車も運転いたします。 
 
１． 期 間   2012 年 10 月 1 日(月)～12 月 31 日（月） 
２． テーマ   「ほっと一息  あなたの旅 山陰から」                                                    
３． キャンペーン期間中の主なイベント等(詳しくはイベント別紙で紹介しています)                       
(１)神話博しまね 

出雲大社周辺を主会場に、7月 21日から 11月 11日までの 114日間にわたって開催するイベン
トです。神話の世界を楽しめるフィギュアや写真、映像、また地元ならではのグルメなど、子
どもから大人まで楽しんでいただけます。 

  (２)国際まんが博 
    8月 4日から 11月 25日まで、鳥取県内全域で様々なイベントを実施します。たとえば、「とっ

とりまんがドリームワールド」を 10月 20日から 11月 11日まで開催し、まんがの展示やライ
ブステージ、映画やトークショーからアニメーション制作体験まで、様々なサブカルチャーを
体感できる夢の空間が出現します。鳥取県出身の著名まんが家を中心に、さまざまなまんが関
係者が創り上げる、夢のエンターテイメントワールドです。 

 
４． オープニングイベントの開催 
(１)鳥取駅での山陰ＤＣオープニング式典 

日時：10月 6日（土）8時 15分頃 
場所：鳥取駅 

(２)松江駅での「なつかしのやくも」到着セレモニー 
    日時：10月 6日（土）12時 30分頃 
    場所：松江駅 
 
５．団体専用列車の運転 
キャンペーンに合わせ各地から団体専用列車を運転します。その到着、出発にあわせ、「お出迎
え」や「お見送り」をいたします。 
(１)「サロンカーなにわ鉄道クルーズ」 

山陰エリアの魅力を堪能していただくため、「サロンカーなにわ」が 3 日間かけて山陰本
線を走ります。車内での古事記勉強会などのイベントの他、途中駅でさまざまな「お出迎
え」を御用意しています。 
運転区間：城崎温泉駅～鳥取駅～安来駅～宍道駅～出雲市駅 

～温泉津駅～浜田駅～津和野駅～新山口駅 
運 転 日：城崎温泉駅発 9月 24日(月)(ツアー開始は 9月 23日) 
主  催：㈱ジェイティービー 
≪ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先≫ 

       http://d-stand.jtb.co.jp/fdata/book27707/index.html 
ＪＴＢ西日本コールセンター ℡：0570-050-489  《営業時間 9：30～21：00》 

(２)「なつかしのやくも」 
懐かしい国鉄時代のやくも車両(381系国鉄色)が大阪駅～松江駅間を走ります。また松江
駅到着時にはセレモニーを開催いたします。 
運転区間：大阪駅～岡山駅～松江駅 
運 転 日：10月 6日(土) 
主  催：㈱日本旅行 
≪ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先≫ 

      http://www.nta.co.jp/kansai/ 
       日本旅行大阪予約センター ℡：0570-666155 

   《営業時間平日 9:30～19:00 土日祝 9:30～18:00》 
※当該ツアーは 8月 29日発売予定です。  

ロゴマーク



  
(３)「トワイライトエクスプレス車両利用 山陰旅情」 

通常、大阪駅～札幌駅間を運転するトワイライトエクスプレス車両を使用した団体専用列
車を大阪駅～松江駅・出雲市駅間で運転します。 
運転区間：①大阪～松江、②出雲市～大阪 
運 転 日：大阪駅発 10月 11日(木)、出雲市駅発 10月 12日(金) 
主  催：近畿日本ツーリスト㈱ 
 ≪ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先≫ 
http://meito.knt.co.jp/1/cb/21003006/ 
①首都圏発 ＫＮＴ国内予約センター  ℡:0570-550-501 

《営業時間10:00～18:00 ※日・祝・年末年始休業》 
②中部発  ＫＮＴ名古屋マルチメディアセンター ℡：052-686-8000 

《営業時間9:30～18:00 ※年末年始休業》    
③関西発  ＫＮＴ大阪コンタクトセンター ℡：06-6641-2700 

《営業時間 9:30～18:00 ※年末年始休業》 
(４)「サンライズエクスプレス車両でいく山陰の旅」 

東京～山陰間を毎日運転している「サンライズ出雲」と異なり、デスティネーションキャ
ンペーン期間中、団体専用列車として東京駅～出雲市駅間を走ります。 
運転区間：東京駅～出雲市駅 
運 転 日：①東京駅発 10月 6日(土)、出雲市駅発 10月 5日(金) 
     ②東京駅発 11月 24日(土)、出雲市駅発 11月 23日(金) 
主  催：①㈱阪急交通社 
     ②クラブツーリズム㈱ 
 ≪ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先≫ 
①㈱阪急交通社 ℡：03-6745-1300 

《営業時間 （月～土）9：30～17：30 （日・祝）9：30～15：00》 
※予約システムの保守点検のため、8月11・12日は、電話受付業務を臨時休業します。 
②クラブツーリズム㈱ ℡：03-5998-1133 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）9：15～13：00》 
※当該ツアーは9月1日発売予定です。 

※上記の各ツアーには発売中のツアーもあり、すでに満席の場合もございます。詳しくは記載の各旅行会社にお問い

合わせください。 

 
６．イラスト列車および観光列車の運転 

(１)「名探偵コナンイラスト列車」 
    鳥取県内で開催されている「国際まんが博」の PRのため、 

「名探偵コナンイラスト列車」(1 編成)を山陰本線鳥取駅～出雲市
駅間、因美線鳥取駅～智頭駅間で運行しています。 

(２)境線イラスト列車 
    境線米子駅～境港駅間でゲゲゲの鬼太郎、ねずみ男、

ねこ娘、目玉おやじをラッピングしたイラスト車両

を毎日運転しています。 
(３)特急「スーパーはくと」イラスト列車 
   京都～鳥取・倉吉間を運行している「スーパーはくと」の一部車両に、   

鳥取県を舞台にした「遥かな町へ」をラッピングした列車を運行して    
います。 
※ご乗車いただくには、乗車券の他に特急券が必要です。 

(４)トロッコ列車「奥出雲おろち号」 
    神話の舞台・奥出雲を走る、見どころいっぱいのトロッコ列車です。 

木次線木次駅～備後落合駅間を 1日 1往復運転いたします。 
    ※一部の日程は出雲市駅から片道延長運転 
     運転期間：平成 24年 11月までの金・土・日・祝日と紅葉期間の 

平日に運転予定。 
全車指定席（全区間）※ご乗車いただくには、乗車券の他に指定席券が必要です。 

※上記のイラスト列車・観光列車の運転計画は変更となる場合がございます。 
 
 
 



７．駅から観タクン  
鳥取県内の 3駅、島根県内の 3駅から、手軽でお得な 27コースを設定いたしました。 
事前予約不要、安心定額制、タクシーのりばから気軽にご利用いただけますので、各エリアを
気軽に周遊していただけます。 
【鳥取県】 2時間＝4,900円 3時間＝7,350円 
鳥取駅出発プラン・・・2時間 4コース 
倉吉駅出発プラン・・・2時間 5コース、3時間 1コース 
米子駅出発プラン・・・2時間 5コース、3時間 1コース 

 【島根県】 2時間＝5,600円 
安来駅出発プラン・・・2時間 4コース 
松江駅出発プラン・・・2時間 4コース 
江津駅出発プラン・・・2時間 3コース 

 
８．山陰へのおトクな商品 
   ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン 
主な旅行会社では、山陰方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 

 
９．キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 

山陰ＤＣ期間中に、ＤＣ開催地域を目的地とするきっぷを JRの主な駅の「みどりの窓口」または
主な旅行会社で購入するともらえる乗車券袋を、指定の引換駅のキヨスク売店など（乗車券袋に記
載）にお持ちいただくと、引換券 1 枚につきボルヴィック、生茶、午後の紅茶おいしい無糖のいず
れか 1本をプレゼント致します。 
※引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。引換期間は 10月 1日（月）～12月 31日（月）
です。乗車券袋には数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

 
１０．その他 
(１)山陰ＤＣ特典 
   デスティネーションキャンペーン期間中に、往復ＪＲ利用の旅行プラン、特別企画乗車券など

のご利用で、鳥取・島根県内にお越しのお客様に、鳥取県のキャラクター「トリピー」と島根
県観光キャラクター「しまねっこ」の入ったかわいいオリジナルハンドタオルを差し上げます。 

   ※ハンドタオルは十分な数を用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。 
    配布場所：島根県、鳥取県内の指定の観光案内所(詳細はイベントガイドブックをご覧ください) 
(２)観光ＰＲキャラバンの実施 
   山陰ＤＣ開催に先駆け、京都駅と大阪駅にて観光物産展やゆるキャラによる観光ＰＲ、伝統芸

能の披露を行います。 
   ≪京都駅≫ 
   日時：8月 18日（土）10：00～17：00、19日（日）10：00～16：00 

場所：京都駅 「駅前広場」 
   ≪大阪駅≫ 
   日時：9月 8日（土）11：00～17：00、9日（日）11：00～16：00 

場所：大阪駅 「時空の広場」 
 
山陰ＤＣのイベントについてはイベント別紙および 8月下旬からＪＲの主な駅で配布するイベントガ
イドブックをご覧いただくか、山陰観光連盟「鳥取県、島根県の観光情報サイト」
（http://www.saninji.jp/）をご覧ください。 
 

 



キャンペーン期間中の特別企画 
【島根県】 
１．神話博しまね  

神話の世界をフィギュアや写真、映像で、また地元ならではの食の提供など、
子どもから大人まで楽しんでいただけます。 
期間：平成 24年 7月 21日(土)～11月 11日(日) 
場所：出雲大社周辺(特設会場[出雲大社東隣]へのアクセス:出雲市駅から一畑バス、｢正門前｣下車） 
時間：(7月～10月)9:00～18:00、(11月)9:00～17:00 

 
≪神話映像館≫ 
神話の世界を映像化！実写とＣＧがおりなす迫力のエンターテイメントに加え、女優・浅野温子さ
んのナレーションにより、島根に息づく神話の物語が来場者の眼の前に繰り広げられます。 

≪しまね魅力発信ステージ≫ 
神楽や安来節といった伝統芸能に加え、神々の国しまね公式マスコットキャラクター「しまねっこ」
によるダンスやクイズ、県民自らが出演しバラエティに富んだダンスや民謡などを披露するなど、
盛りだくさんの内容で来場者をおもてなしします。 

≪出雲大社≫ 
御本殿の大屋根は約 64 万枚の檜皮を使った葺き替えや、千木、勝男木、破風板を覆う銅板へのち
ゃん塗りが終わったばかりです。このような檜皮の茶、ちゃん塗の黒・緑青(ろくしょう)の美しい
コントラストをご覧いただけるのは約 130年ぶりのことです。 

≪古代出雲歴史博物館≫ 
平安時代、現在の倍の高さである 48メートルもあったといわれている古代出雲大社本殿 1/10復元
模型、荒神谷遺跡から発掘された 358本の国宝「銅剣」、加茂岩倉遺跡から発掘された 39個の国宝
「銅鐸」など、圧巻の収蔵品がお客様をお待ちしています。 
※古代出雲歴史博物館は、文化財保全の集中作業のため、8月 21日(火)・9月 18日(火)・10月 16日(火)
は展示室をご覧いただけません。 

≪その他≫ 
一畑電車出雲大社前駅：神話の一部を可愛らしく表現した「創作神話フィギュア・ジオラマ展」 
大社文化プレイスうらら館：和紙で神楽の世界を織りなす「和紙彫塑(わしちょうそ)展」 
旧大社駅：地元出身の写真家 古川誠氏の写真展「出雲の神々」 
神門通り交通広場：県内各地の食をご提供する「神々の都(まち)神門市(しんもんいち)」 
●入場料金など神話博しまねの詳細については「神話博しまね公式ウェブサイト」 
(http://www.shinwahaku.jp/)をご覧ください。 
 

２．周遊バス ※下記の他にも周遊バスをご用意しています。 
≪神々の国しまねパワースポットバス≫ 
「出雲大社」や「須佐神社」に加え、鏡の池での良縁占いが大人気の「八重垣神社」など、全国的
にも人気のパワースポットを巡ります。 
●お問い合わせ先 一畑トラベルカウンター ℡：0853-72-3200 
≪神々の国しまねゑびす・ご縁バス≫ 
中海周辺エリアを周遊し、お得な入場クーポンや、昼食もセットです。 
●お問い合わせ先 一畑トラベルカウンター ℡：0853-72-3200 
≪ヤマタノオロチ伝承バス≫ 
神話の中でも有名な「ヤマタノオロチ退治」の舞台となった雲南を巡ります。 
●お問い合わせ先 吉田ふるさと村観光事業部 ℡：0854-74-0500 
≪西ノ島ジオバスツアー≫ 
「摩天崖(まてんがい)」など、隠岐を代表する景勝地を巡ります。 
●お問い合わせ先 隠岐観光株式会社 ℡：08514-6-0016 

 
３．定時ガイドツアー「むすぶらり」  
豊かな自然、古い歴史や文化に彩られた「神々の国しまね」を地元ガイドと“ぶ
らり”歩いて、しまねの魅力を感じてみませんか？コースは県内 20 コース以上を
ご用意しています。 
●参加料やコースの詳細など、詳しくは「神話博しまね公式ウェブサイト」 
(http://www.shinwahaku.jp/)をご覧ください。 

 
４．石見の夜神楽毎日公演  
見る者を圧倒する勇壮な舞。石見神楽が織りなすエンターテイメントが石見の夜
を彩ります。 
場所：島根県江津市 
期間：風の国温泉 温泉リゾート風の国 平成 24年 10月 1日（月）～10月 9日（火） 

有福温泉  湯の町神楽殿    平成 24年 10月 10日（水）～10月 31日（水） 
時間：20：30～21：30 
●料金など詳細については、「なつかしの国石見観光キャンペーン 石見の夜神楽毎日公演」 
(http://campaign.all-iwami.com/)をご覧ください。 

イベント別紙 



【鳥取県】 
１．まんが王国とっとり建国記念「国際まんが博」 
  水木しげる先生、谷口ジロー先生、青山剛昌先生をはじめとした著名な漫画家を数多く輩出し
ている鳥取県では、平成 24年を「まんが王国とっとり」建国イヤーと位置づけ、まんがやアニ
メなどを活用したで地域の活性化に取り組んでいます。その中でも一大イベントとして実施する
のが、まんが王国建国記念「国際まんが博」です。8月4日(土)～11月25日(日)の長期間にわ
たって、鳥取県内全域で様々なイベントを実施します。  
 ≪「国際まんが博」ＩＮＦＯブース≫ 
   「まんが王国とっとり」の入口となる「ＩＮＦＯブース」を8月4日～11月25日に設置します。 
   ここでいろいろな情報を集めて、「国際まんが博」に出発しよう！ 
   設置場所：鳥取駅構内シャミネ鳥取内、エキパル倉吉1階多目的ホール、米子駅前広場 
   展示内容：国際まんが博の総合案内、鳥取県ゆかりのまんが作品の紹介、スタンプラリー台紙の配布など 
 ≪とっとりまんがドリームワールド≫ 
   日本が世界に誇る「水木しげる先生」「谷口ジロー先生」「青山剛昌先生」を一度に体験できるイベントです。

まんがの世界に入り込むことができる「まんがフォトブース」やプロの技に触れることができる「まんがワ
ークショップ」、人気声優によるトークショーなど、見て・体験して楽しむ体験型イベントが盛りだくさん
です。 

   期間：平成24年10月20日(土)～11月11日(日) 
   場所：どらドラパーク米子市民体育館 
   時間：9：30～18：00 
 ≪第13回国際マンガサミット鳥取大会≫ 
   国際マンガサミットは、約400名の漫画家が交流する国内最大級のまんがイベントです。サミットに参加す

る漫画家の作品約800点の展示、漫画制作のアトリエ再現、グルメ漫画家プロデュース料理の特別出展など
が行われます。 

   期間：平成24年11月7日(水)～11月11日(日) 
   場所：米子コンベンションセンター 
   時間：10：00～18：00 
 ≪とっとり国際まんが博メインビジュアル砂像設置≫ 
   鳥取県を代表する漫画家である水木しげる先生、青山剛昌先生、谷口ジロー先生のまんがをモチーフとした

砂像(鬼太郎やコナン、谷口先生のまんがキャラクター)を設置します。 
   期間：平成24年8月4日～11月25日 
   場所：鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり 
 ≪第二次 米子映画事変≫ 
   米子がポップカルチャーに染まる 11 日間！映画上映会、3 分映画宴、豪華ゲスト陣によるトーク＆ライブ

のほか、米子市出身赤井孝美監督が特撮映画「ネギマン」を撮影、上映も行います。 
   期間：平成24年11月1日(木)～11月11日(日) 
   場所：米子市中心市街地商店街エリア～米子市公会堂エリア 
 ≪第5回中華コスプレアジア大会≫ 
   中国を舞台にした小説やゲーム限定のコスプレ大会です。海外からも多くのコスプレーヤーが集結します。

一般の方の入園も大歓迎。また、横浜中華街の名店の味が楽しめる「中華グルメの祭典」や中国アニメの上
演会なども開催されます。 

   期間：平成24年11月10日(土)、11月11日(日) 
   場所：中国庭園燕趙園  
２．鳥取砂丘「砂の美術館 第5期展示」 
  鳥取県東部の観光地として有名な「鳥取砂丘」で、「砂」を素材にした彫刻作品
を展示しています。2006年のオープン以降、毎年テーマを変え、国内外の砂像彫刻
家が繊細で圧倒的な存在感のある作品を創り出し、見るものに大きな感動と衝撃を
与えてきました。 
  5回目となる今回は、「砂で世界旅行・イギリス」をテーマに、世界 10カ国より
15名の砂像彫刻家が集結し、イギリスの壮大で美しい歴史的建造物や大英帝国繁栄の足跡を砂で再現しました。
儚くも美しい、そして壮大な砂の世界をお楽しみください。 
  期間：平成24年4月14日～平成25年1月6日 
  場所：鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり隣接地 
  時間：9：00～20：00(最終入場は19：30まで) 
  ●料金などのお問い合わせ先 鳥取砂丘情報館 サンドパルとっとり ℡：0857-20-2231 
 
３．周遊バス 
 ≪浦富海岸・鳥取砂丘観光周遊ボンネットバス≫ 
   世界ジオパークネットワークに加盟認定された浦富海岸や鳥取砂丘など貴重な地
形・地質を観察することが出来るエリアを巡る周遊バスです。レトロなボンネットバス
の旅をお楽しみください。 

  期間：平成24年10月6日～12月30日の土曜日、日曜日及び祝日 
  運行区間：鳥取駅～鳥取砂丘～浦富海岸～岩井温泉 
●料金などのお問い合わせ先 岩美町観光協会 ℡：0857-72-3481 


