
歴史、自然、遊ぶが充実した
観光タクシープラン

ジェラテリア
Pa Cherry b.
ジェラテリア
Pa Cherry b.

小原神社（客神社）小原神社（客神社）

母塚山母塚山

阿陀萱神社阿陀萱神社

宗形神社宗形神社

大神山神社本社大神山神社本社

御机の茅葺小屋御机の茅葺小屋

金持神社金持神社

根雨駅根雨駅

滝山公園滝山公園

大石見神社大石見神社

樂樂福神社樂樂福神社

生山駅生山駅

淀江どんぐり村淀江どんぐり村

道の駅 琴の浦道の駅 琴の浦

伯耆稲荷神社伯耆稲荷神社

光の鏝絵光の鏝絵

境港駅

水木しげる
ロード

水木しげる
ロード

美保神社美保神社

弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場

本池美術館／アジア博物館・井上靖記念館本池美術館／アジア博物館・井上靖記念館米子鬼太郎空港米子鬼太郎空港

賀茂神社天満宮賀茂神社天満宮

粟島神社粟島神社

大山寺♥

日南町

安来市

松江市

日野町

伯耆町
江府町

琴浦町

境港市

米子市
大山町

南部町

米子駅

皆生温泉♥

木谷沢渓流木谷沢渓流

鍵掛峠展望台鍵掛峠展望台

名和神社名和神社

日吉神社日吉神社

天の真名井天の真名井

美保関灯台美保関灯台

久米桜酒造♥
ビアホフ ガンバリウス♥
大山ガーデンプレイス♥

大山まきば みるくの里♥

ご当地ファーム
山の駅 大山望♥

植田正治写真美術館♥

とっとり花回廊♥

赤猪岩神社♥

緑水園♥
祐生出会いの館♥

道の駅 奥大山♥ 

道の駅 にちなん
日野川の郷♥ 

トムソーヤ牧場♥
岡成池

大山乗馬センター♥

お菓子の壽城♥

塩谷定好写真記念館♥
神崎神社

境港水産物直売センター♥

海とくらしの
史料館♥

長田茶店♥

森の国♥

むきばんだ史跡公園♥

道の駅 大山恵みの里♥

上淀白鳳の丘展示館♥

夢みなとタワー♥
境港さかなセンター♥

大漁市場なかうら♥

大山ますみず高原天空リフト♥・リストランテ天空・天空教会♥

米子まちなか
観光案内所♥

ANA クラウンプラザホテル米子♥

豪円湯院♥
ホテル大山しろがね♥

豪円山ロッジ♥ロイヤル
ホテル大山♥久米桜酒造♥

ビアホフ ガンバリウス♥
大山ガーデンプレイス♥

大山まきば みるくの里♥

ご当地ファーム
山の駅 大山望♥

植田正治写真美術館♥

とっとり花回廊♥

赤猪岩神社♥

緑水園♥
祐生出会いの館♥

道の駅 奥大山♥ 

道の駅 にちなん
日野川の郷♥ 

トムソーヤ牧場♥
岡成池

大山乗馬センター♥

お菓子の壽城♥

塩谷定好写真記念館♥
神崎神社

境港水産物直売センター♥

海とくらしの
史料館♥

長田茶店♥

森の国♥

むきばんだ史跡公園♥

道の駅 大山恵みの里♥

上淀白鳳の丘展示館♥

夢みなとタワー♥
境港さかなセンター♥

大漁市場なかうら♥

大山ますみず高原天空リフト♥・リストランテ天空・天空教会♥

米子まちなか
観光案内所♥

ANA クラウンプラザホテル米子♥

豪円湯院♥
ホテル大山しろがね♥

豪円山ロッジ♥ロイヤル
ホテル大山♥

♥…乗車特典が受けられる
　　店舗・施設

大山山麓の見どころを効率的に周遊！ どなたでもご利用できます!!期間
限定

申込み

❶利用条件に関すること
大山山麓・日野川流域観光推進協議会 ℡ 0859-31-9372

❷タクシーの運行に関すること
米子ハイヤーセンター ℡ 0859-22-2842

問合せ

米子駅発　米子市国際観光案内所
 　　 （JR米子駅隣・米子グルメプラザ内）　
　　　　　℡ 0859-22-6317
皆生温泉発　米子市観光センター　
　　　　　℡ 0859-35-0175

大山寺発　大山町観光案内所
 　　  （KOMOREBITO（コモレビト）１階）
　　　　　℡ 0859-52-2502
境港駅発　境港市観光案内所
 　　  （JR境港駅隣・みなとさかい交流館１階）　
　　　　　℡ 0859-47-0121

鳥取
大
山
山麓

ぐる〜んと観光タクシー旅

米子駅・大山
寺・

皆生温泉・境
港駅発！ 2022

9：00～15：00

３時間コース 3,900円
４時間コース 4,900円

受付
時間

価 格

乗車
特典付

＊事前予約不可。　当日窓口にてお申し込みください

～令和４年11月30日（予定）運行
期間 ＊ただし、年間利用台数に到達次第、終了します。

＊新型コロナウイルス感染症の状況により運行を停止または内容を変更
　する場合があります。

＊４時間コースはC-1、D-2コースのみ。それ以外は
　３時間コースです。

（特別料金）

注意
事項

①各コース設定時間を超えると追加料金が必要です。（30分ごと）　 ②入場料・飲食代など観光地の料金は含みません。 
③各施設の営業時間及び定休日等ご確認下さい。

通常料金の70%以上OFF!

観光タクシーのコースで撮影した写真をインスタグラムに投稿された方に、抽選でステキなプレゼ
ントが当たります！　※プレゼントは選べません

※詳細はHPをご確認ください

11月30日（水）まで対象期間

応募方法

 
大山ワンダー

（大山山麓・日野川流域観光推進協議会）

@daisenwonder
をフォロー！

周遊タクシーの
コース上で
写真を撮影！

 
ハッシュタグ

#大山山麓観光タクシー
をつけて投稿！

【プレゼント例】
大国主グッズ、大山Gビールセッ
ト、特別純米酒「八郷」、森の国
ペア入場券、米子城跡オリジナ
ルトートバッグ＆マスク、旬の
鉢花、お菓子の詰め合わせなど

Instagram投稿キャンペーン



米子駅／皆生温泉／大山寺米子駅／皆生温泉／大山寺

米子駅米子駅

米子駅米子駅米子駅お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城

米子城跡米子城跡米子城跡 城下町めぐり（米子まちなか観光案内所／長田茶店等）

米子城　城下町めぐり A-1

米子駅米子駅

米子駅米子駅米子駅

天の真名井天の真名井天の真名井

日吉神社日吉神社日吉神社

弥生の館むきばんだ弥生の館むきばんだ弥生の館むきばんだ 上淀白鳳の丘展示館上淀白鳳の丘展示館上淀白鳳の丘展示館

古代ロマンと名水のまちを尋ねる A-2

米子駅米子駅

米子駅米子駅

米子駅米子駅

米子駅／皆生温泉米子駅／皆生温泉

米子駅／皆生温泉米子駅／皆生温泉

米子駅／大山寺米子駅／大山寺

米子駅／大山寺米子駅／大山寺

米子駅／皆生温泉／大山寺米子駅／皆生温泉／大山寺

大山トムソーヤ牧場／大山乗馬センター／森の国

淀江どんぐり村淀江どんぐり村淀江どんぐり村

ファミリーにおすすめ！ 大山ふれあいの旅 B-1

歴史探訪米子市プラン山を満喫！ 大山周辺プラン

米子駅／
米子鬼太郎空港夢みなとタワー／境港さかなセンターまたは大漁市場なかうら

さかなと鬼太郎のまち散策 C-2

さかなと鬼太郎のまち境港市プラン

水木しげるロード

米子の新スポット・レザーアートミュージアムと海鮮 C-3

米子駅／大山寺米子駅／大山寺とっとり花回廊とっとり花回廊とっとり花回廊 ご当地ファーム山の駅大山望ご当地ファーム山の駅大山望ご当地ファーム山の駅大山望

日本最大級のフラワーパークと人気のみるくの里 B-5

岡成池岡成池岡成池 大山寺散策（角盤山大山寺／大神山神社奥宮／金門／大山寺霊宝閣／
モンベル・フレンドマーケット大山参道市場等）
大山寺散策（角盤山大山寺／大神山神社奥宮／金門／大山寺霊宝閣／
モンベル・フレンドマーケット大山参道市場等）
大山寺散策（角磐山大山寺／大神山神社奥宮／金門／大山寺霊宝閣／
モンベル・フレンドマーケット大山参道市場等）

鋭い岩峰の大山北壁 B-2

米子駅／皆生温泉／大山寺米子駅／皆生温泉／大山寺

桝水高原天空リフト・天空教会桝水高原天空リフト・天空教会大山ますみず高原天空リフト・天空教会大山ガーデンプレイス
ビアホフガンバリウス
大山ガーデンプレイス
ビアホフガンバリウス
大山ガーデンプレイス
ビアホフガンバリウス 大山まきばみるくの里大山まきばみるくの里大山まきばみるくの里

米子駅／皆生温泉米子駅／皆生温泉 岡成池岡成池岡成池弓ヶ浜展望台弓ヶ浜展望台弓ヶ浜展望台 皆生海岸・日野川河口皆生海岸・日野川河口皆生海岸・日野川河口 植田正治写真美術館植田正治写真美術館植田正治写真美術館

端正な山容　大山西側伯耆富士の大パノラマ B-3

植田正治も愛した海と水と大山の融合 B-4

大山まきばみるくの里大山まきばみるくの里大山まきばみるくの里

米子駅

御机の茅葺小屋御机の茅葺小屋御机の茅葺小屋道の駅 奥大山道の駅 奥大山道の駅 奥大山 貝田の棚田

断崖絶壁　大山南壁　フォトジェニックな奥大山 B-6

鍵掛峠展望台鍵掛峠展望台鍵掛峠展望台木谷沢渓流木谷沢渓流木谷沢渓流

米子鬼太郎空港／
境港駅

本池美術館／
アジア博物館・井上靖記念館 海とくらしの史料館夢みなとタワー／境港さかなセンター

または大漁市場なかうら

えびす様の総本宮 C-4

米子駅米子駅

米子空港／境港駅米子鬼太郎空港／境港駅

美保関灯台美保関灯台美保関灯台 境港水産物直売センター境港水産物直売センター境港水産物直売センター美保神社・青石畳通り美保神社・青石畳通り美保神社・青石畳通り

4 時間たっぷり！境港満喫 C-1

米子駅米子駅

米子駅米子駅

美保神社・
青石畳通り
美保神社・
青石畳通り
美保神社・
青石畳通り

ぶらり水産物のお買い物（境港水産物直売センター
または大漁市場なかうらまたは境港さかなセンター）
ぶらり水産物のお買い物（境港水産物直売センター
または大漁市場なかうらまたは境港さかなセンター）
ぶらり水産物のお買い物（境港水産物直売センター
または大漁市場なかうらまたは境港さかなセンター）

水木しげるロード水木しげるロード水木しげるロード

※逆コース（大山寺発）も可

※逆コース
　（大山寺発）
　も可

※逆コース（大山寺発）も可

※逆コース（大山寺発）も可

※逆コース（大山寺発）も可

※逆コース（大山寺発）も可

※逆コース（境港駅発）も可

※逆コース（境港駅発）も可

植田正治写真美術館 天空教会

大山乗馬センター

美保関灯台

本池美術館

むきばんだ史跡公園

上淀白鳳の丘展示館

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅美保神社・青石畳通り美保神社・青石畳通り美保神社・青石畳通り賀茂神社天満宮賀茂神社天満宮賀茂神社天満宮 粟島神社粟島神社粟島神社

弓浜半島の神社を巡る F-1

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅神崎神社神崎神社神﨑神社 道の駅 琴の浦道の駅 琴の浦道の駅 琴の浦名和神社名和神社名和神社 伯耆稲荷神社伯耆稲荷神社伯耆稲荷神社

後醍醐天皇ゆかりの地を巡る F-2

米子駅米子駅 道の駅 大山恵みの里道の駅 大山恵みの里道の駅 大山恵みの里 大山ガーデンプレイス大山ガーデンプレイス大山ガーデンプレイス

地元の旬を探そう！ご当地ソフトも食べ比べ！

皆生温泉皆生温泉 米子駅米子駅米子駅お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城 足立美術館足立美術館足立美術館

皆生温泉発 限定！

米子駅米子駅

米子駅米子駅米子駅

宗形神社宗形神社宗形神社 お菓子の壽城

米子駅米子駅米子駅

赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社 阿陀萱神社阿陀萱神社阿陀萱神社

古事記の神話を巡る F-3

F-4

G-1

歴史ある神社を巡るプラン

お買い物・スイーツプラン

足立美術館プラン

道の駅 奥大山道の駅 奥大山道の駅 奥大山

大神山神社本社大神山神社本社大神山神社本社

ご当地ファーム山の駅 大山望ご当地ファーム山の駅 大山望ご当地ファーム山の駅 大山望

お菓子の壽城皆生温泉足湯

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅母塚山展望台母塚山展望台母塚山展望台 赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社

南部町のいいとこどり！ D-1

米子駅米子駅 滝山公園滝山公園滝山公園 大石見神社大石見神社大石見神社赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社 金持神社金持神社金持神社

４時間たっぷり！大国主命 復活物語と開運神社めぐり D-2

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅神崎神社神崎神社神﨑神社 道の駅 琴の浦道の駅 琴の浦道の駅 琴の浦光の鏝絵光の鏝絵光の鏝絵 塩谷定好写真記念館塩谷定好写真記念館塩谷定好写真記念館

ことことことうら再発見 E-1

南部町・日野郡・琴浦町プラン

小原神社
（客神社）
小原神社
（客神社）
小原神社
（客神社）

緑水園／
祐生出会いの館
緑水園／
祐生出会いの館
緑水園／
祐生出会いの館

樂樂福神社樂樂福神社樂樂福神社

米子駅米子駅 大石見神社大石見神社大石見神社樂樂福神社樂樂福神社樂樂福神社

生山駅生山駅

根雨駅根雨駅

道の駅
にちなん日野川の郷
道の駅
にちなん日野川の郷
道の駅
にちなん日野川の郷

道の駅
にちなん日野川の郷
道の駅
にちなん日野川の郷
道の駅
にちなん日野川の郷 滝山公園滝山公園滝山公園金持神社金持神社金持神社赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社

粟島神社

伯耆稲荷神社

阿陀萱神社

ジェラテリアpa cherry b.ジェラテリアpa cherry b.ジェラテリアpa cherry b.

塩谷定好写真記念館大石見神社

パッ チェリー ビー

小原神社（客神社）

米子駅／皆生温泉


