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境港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

海鮮丼  
  

境漁港は日本有数の漁港でもあり、特に生クロマグロとカニは全国的にも有名です。この他にも白イカやアジ、ギンザケな

ど四季を通じて様々な魚種が毎日水揚げされ、港町ならではの新鮮な旬の魚をご飯の上にたっぷりとのせた海鮮丼はまさに

絶品です。 

  
 

 

所在地・開催地 境港市内 

アクセス 係留バースより車で約 5 分(2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

24 台 

関連リンク 
境港観光協会 
http://www.sakaiminato.net/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局国際観光誘客課】 

電話番号:0857-26-7221  l メールアドレス: kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ: https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/ 

 

出雲そば  
  

「出雲そば」はそばの実を甘皮ごと製粉（挽きぐるみ）したそば粉を使用するため、他の地域のそばに比べ色が黒く、そば

の香りが強いことが特徴的です。また、３段の丸い漆器に好みの量の薬味とそばつゆをかけて食べる「割子そば」や丼に茹

で汁（そば湯）と一緒に入れて食べる「釜揚げ」という食べ方も特徴的です。 

  
 

 

所在地・開催地 松江市、出雲市 

アクセス 
松江市 個人：係留バースより車で約 50 分(約 24km) 

出雲市 個人：係留バースより車で約 120 分(約 75km) 

季節 通年 

関連リンク 

しまね観光ナビ 
https://www.kankou-shimane.com/gourmet/soba/ 
松江観光協会 
https://www.kankou-matsue.jp/gourmet/soba 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756 l メールアドレス:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ:http://www.kankou-shimane.com/index.php 

 

和菓子  
  

松江は京都、金沢と並び日本三大菓子処の一つに数えられ、和菓子は松江の人々の暮らしに欠かせないものになっていま

す。これは、松江藩七代目藩主・松平治郷（不昧）公の時代に茶の湯文化が広く普及したことに由来しており、市内には多

くの和菓子店があって不昧公時代からの伝統的な和菓子を今に伝えています。 

  
 

 

所在地・開催地 松江市内 

アクセス 
個人：係留バースより車で約 50 分(約 24km)、またはツア

ー利用 

 
季節 通年 

関連リンク 
島根の和菓子 
https://www.kankou-shimane.com/gourmet/wagashi/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756 l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ:http://www.kankou-shimane.com/index.php 

http://www.sakaiminato.net/
mailto:kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/
https://www.kankou-shimane.com/gourmet/soba/
https://www.kankou-matsue.jp/gourmet/soba
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
https://www.kankou-shimane.com/gourmet/wagashi/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
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境港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

水木しげるロード  
  

境港は漫画家「水木しげる」氏の出身地。水木しげるロードには日本ではおなじみのアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する

「妖怪」のブロンズ像が 177 体も立ち並びます。妖怪グッズや山陰銘菓等のお土産品や雑貨をお買いいただけるほか、近隣

のスーパーマーケットやドラッグストアでの日用品調達にも便利です。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県境港市大正町  

アクセス 係留バースより車で約 15 分(6ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
境港観光協会 
http://www.sakaiminato.net/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局国際観光誘客課】 

電話番号:0857-26-7221  l メールアドレス: kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ: https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/ 

 

由志園  
  

由志園では、日本庭園を歩きながら、大輪の牡丹をはじめ四季折々の花を鑑賞することができます。お食事処では、庭園を

眺めながら、高麗人参と地元の旬な食材を盛り込んだ料理を堪能できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒690-1492 島根県松江市八束町波入 1260-2 

アクセス 

係留バースより車で約 25 分(約 11km) 

個人：JR 境港駅より無料のシャトルバス（20 分）を運行
することがあります。 

季節 通年 

関連リンク 
由志園 公式ホームページ 
http://www.yuushien.com 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課観光推進室】 

電話番号: 0852-22-6756   l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.php  

 

倉吉白壁土蔵群・赤瓦  
  

江戸明治期の古い土蔵や商家が並び情緒ある風情が漂う白壁土蔵群。土蔵の多くは、屋根に赤い瓦、白い漆喰壁に黒い焼き

杉板とその造り倉吉ならではのもの。蔵の外観をそのままに内部をモダンに改造した新名所赤瓦は 14 の館があり、雑貨や

はこた人形工房、竹細工ギャラリー、酒屋、物産館などこだわりと楽しさが満載です。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県倉吉市魚町 ほか  

アクセス ツアー:港より車で 80 分(75km) 

季節 通年 

関連リンク 
倉吉観光情報（倉吉観光マイス協会） 
https://www.kurayoshi-kankou.jp/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局国際観光誘客課】 

電話番号:0857-26-7221  l メールアドレス: kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ: https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/ 

http://www.sakaiminato.net/
mailto:kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/
http://www.yuushien.com/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
https://www.kurayoshi-kankou.jp/
mailto:kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/
http://www.google.co.jp/maps/@35.5450578,133.2238243,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.4321894,133.8241727,17z
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境港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

出雲大社 

 

  

縁結びの神様として知られる大国主大神を主祭神とする出雲大社は全国から参拝者が訪れます。1744 年に造営され、日本

最古の神社建築の様式を伝える高さ 24m の御本殿は国宝に、その他の多くの摂社・末社なども重要文化財に指定されてい

ます。参道に続く神門通りには土産物店等が建ち並び、賑わいを見せています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東 195  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 120 分(約 75km) 

個人:港より車で約 100 分(約 75km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

13 台 

関連リンク 
出雲大社ホームページ 
http://www.izumooyashiro.or.jp/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756 l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp  

ホームページ:http://www.kankou-shimane.com/index.php 

 

松江城  
  

松江城は建築当時の姿を残す全国 12 天守のうちの一つで、国宝に指定されています。黒板と白壁のコントラストが美しい

質実剛健な姿は現存する中で唯一正統な天守とも言われています。天守閣からは松江市街地や宍道湖など 360°展望でき、

眺望は格別です。城を取り囲む堀川を船で巡る「堀川遊覧船」も人気です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒690-0887 島根県松江市殿町 1 番地 5  

アクセス 
個人：係留バースより車で約 50 分(約 24km)、またはツア
ー利用 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

28 台 

関連リンク 

松江城 公式ホームページ 
https://www.matsue-castle.jp/ 
松江観光協会 
https://www.kankou-matsue.jp/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756 l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp 

ホームページ:http://www.kankou-shimane.com/index.php 

 

とっとり花回廊  
  

日本最大級のフラワーパークとっとり花回廊は、総面積 50ha の広大な園内に周囲 1km の屋根付き展望回廊や大温室、展示

館があり、天候や季節に左右されずにいつでも花や植物を楽しめます。メインフラワーのユリの花を一年中展示するほか、

国内で唯一、日本に自生する野生ユリ 15 品種すべてを保有・展示しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒683-0217 鳥取県西伯郡南部町鶴田 110  

アクセス ツアー:係留バースより車で 45 分(32.6ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

27 台 

関連リンク 
とっとり花回廊 
http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 

お問合せ【とっとり花回廊】 

電話番号:0859-48-3030   

ホームページ: http://www.tottorihanakairou.or.jp/  

http://www.izumooyashiro.or.jp/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
https://www.matsue-castle.jp/
https://www.kankou-matsue.jp/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
http://www.tottorihanakairou.or.jp/
http://www.tottorihanakairou.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.4020024,132.6854242,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.4750521,133.0506770,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.3481050,133.4234394,17z
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境港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

大山まきばみるくの里  
  

大山まきばみるくの里では、大山の自然美と絶景を満喫しながら牛の乳搾りやアイス作りの体験ができます。甘くてコクの

ある新鮮な牛乳を生かしたメニューが揃うレストランや、牛乳や乳製品、牛乳を使ったお菓子をお買いいただけるお土産店

も充実し、何と言っても「みるくの里特製ソフトクリーム」が大評判です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒689-4101 鳥取県西伯郡伯耆町小林水無原 2-11  

アクセス ツアー:係留バースより車で 50 分(35km) 

季節 通年冬期以外 
観光バス 
駐車台数 

11 台 

関連リンク 
大山まきばみるくの里 
https://dainyu.or.jp/daisenmakiba/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局国際観光誘客課】 

電話番号:0857-26-7221  l メールアドレス: kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ: https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/ 

 

足立美術館  
  

日本画の巨匠・横山大観をはじめとする近代から現代の日本画、陶芸、童画など 2,000 点を収蔵し、年間 60 万人以上が訪

れる日本有数の美術館。また、自然の山々を借景とした広大な日本庭園は米日本庭園専門誌ランキングで「2003 年から連

続日本一」に、仏旅行ガイドでは、山陰エリアで唯一最高評価の「三つ星」として掲載されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒692-0064 島根県安来市古川町 320 番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60 分(37km) 

個人:電車で JR 山陰本線安来駅 車で 20 分(港より 11km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
40 台 

関連リンク 
足立美術館ホームページ 
http://www.adachi-museum.or.jp 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号:0852-22-6756 l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp  

ホームページ:http://www.kankou-shimane.com/index.php 

 

美保神社  
  

美保神社には漁業や商業の神様であるえびす様が祀られており、同じ島根半島の西にある出雲大社とともに、出雲の国の東

西の守り神として慕われてきました。かつて北前船の西回り航路の集散積載地として栄えた美保関には、今も当時の古い町

並みと石畳が残り、通る人々を魅了します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒690-1501 島根県松江市美保関町美保関 608  

アクセス 個人:係留バースより車で 20 分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 

美保神社 公式ホームページ 
http://mihojinja.or.jp/ 
松江観光協会 美保関町支部 
http://www.mihonoseki-kankou.jp/ 

お問合せ【島根県商工労働部観光振興課国際観光推進室】 

電話番号: 0852-22-6756 l メールアドレス: kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp  

ホームページ: http://www.kankou-shimane.com/index.php  

https://dainyu.or.jp/daisenmakiba/
mailto:kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
http://mihojinja.or.jp/
http://www.mihonoseki-kankou.jp/
mailto:kankou-inbound@pref.shimane.lg.jp
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
http://www.google.co.jp/maps/@35.377965,133.510699,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.3799390,133.1939670,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.5623161,133.3060667,17z
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境港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

皆生温泉  
  

皆生温泉は日本海に面し、白砂青松の海岸線と中国地方最高峰の国立公園・大山に育まれた海辺の温泉郷です。主な効能は

神経痛、リウマチ、慢性皮膚病、慢性婦人病などで、美肌効果にも優れており、女性にとってもうれしい温泉として注目さ

れています。まさに「ホカホカ、ツルツルの健康と美肌をつくる」温泉です。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県米子市皆生温泉  

アクセス ツアー:係留バースより車で 30 分(18ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
皆生温泉旅館組合公式サイト 
https://www.kaike-onsen.com/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局国際観光誘客課】 

電話番号:0857-26-7221  l メールアドレス: kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ: https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/ 

 

https://www.kaike-onsen.com/
mailto:kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/
http://www.google.co.jp/maps/@35.4563269,133.3618618,17z

