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トップ  新着情報

> トップ

神々の国しまね実行委員会『出雲大社周辺情報』まとめサイトを制作しまし
た。

このサイトでは、60年ぶりの出雲大社『平成の大遷宮』を機に島根を訪れる方へ、出雲大社周辺の観光情報を提供しま
す。掲載情報は随時更新していきますので、お出かけの際にご覧ください。内容についてのお問い合わせは、各サイトの問
い合わせ先へお願いいたします。

 

出雲大社『平成の大遷宮』

「御遷宮」とは、社殿の新築、改築、修造にあわせ御神体や御神座を移すことをいいます。
出雲大社「平成の大遷宮」は平成20年4月から平成28年3月までの8年間にわたり、御本殿は建て替えられず、主に大屋根
の檜皮の全面葺き替えや、風雨などで腐朽した部材の修理が行われます。
平成20年に仮遷宮を行ってから約5年にわたる御本殿の修造を経て、平成25年5月10日、大国主大神が御本殿にお還りに
なる「本殿遷座祭」が執り行われました。
「本殿遷座祭」祭事のご案内（出雲大社）

 

 ■出雲大社『平成の大遷宮』特集（しまね観光ナビ） 

60年ぶりの出雲大社『平成の大遷宮』のみどころをご紹介します。
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■「時事ドットコム動画特集」出雲大社『平成の大遷宮』（時事ドットコム）
時事ドットコム動画特集にて、出雲大社の御修造後の御本殿の様子が動画で紹介されました。

 

『平成の大遷宮』奉祝行事

出雲大社では、5月10日に「本殿遷座祭」が斎行されることを記念し、神楽、能、狂言、流鏑馬などの伝統芸能やコンサー
トなど、様々な奉祝行事が松の参道東側の「東神苑 特設ステージ」を中心に行われます。

■出雲大社『平成の大遷宮』奉祝行事ガイド（出雲大社『平成の大遷宮』奉祝行事ガイド）

出雲大社「平成の大遷宮」奉祝行事の開催日程等の情報を掲載しています。

  

出雲大社周辺の関連スポット

■神々の都（まち）・大社を町あるき（しまね観光ナビ）

「古事記」の国譲りや「出雲国風土記」の国引き神話ゆかりの地であり、また縁結び・パワースポットとして人気の出雲大
社周辺には、魅力的なスポットがたくさんあります。
今回は、参拝にあわせて巡れる門前町大社町に新しくできたレストランや老舗のお店、美術館など、魅力をたっぷりご紹介
します。

 

■ぐるっと周遊バスツアー（しまね観光ナビ）

周遊バスでめぐる特典付きのバスツアーをご紹介します。
例えば、パワースポットと言われる出雲大社と、世界遺産石見銀山を直行で結ぶ「出雲大社⇔石見銀山直行バス」では、お
得な石見銀山４館共通チケットもついて、石見銀山だけでなく、仁摩サンドミュージアム・温泉津温泉も巡ることができる
コースとなっています。（発着：JR出雲市駅、出雲大社（神門通り広場））

 

交通アクセス
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（出雲大社『平成の大遷宮』奉祝行事ガイド）
5月10日に執り行われた出雲大社「本殿遷座祭」以降、たくさんの参拝客にお越しいただいており、出雲大社周辺駐車場や
道路は混み合っていますので、お出かけには公共交通機関（バス・電車）のご利用をお勧めします。
出雲大社『平成の大遷宮』奉祝行事ガイドで、交通規制のお知らせ、駐車場のご案内などの最新情報をご確認ください。

 

出雲大社から宿泊施設への距離・所要時間一覧

■出雲大社周辺の宿泊施設一覧表（所要時間）（PDF:160KB）

この一覧は、出雲大社勢溜（せいだまり）前から宿泊施設までの距離と、所要時間・主に通る道路を、Googleマップで算
出したものです。
ここでは、「しまね観光ナビ」の観光情報データベースに登録されている出雲大社周辺の宿泊施設を掲載しています。
なお、宿泊施設にはホテルや旅館、民宿のほか、コテージ、バンガロー、キャンプ場、公共宿泊研修施設等を含みます。

※掲載している所要時間等は、平成25年3～4月時点の検索結果によるものであり、現時点のリンク先のGoogleマップ検
索結果と異なる場合があります。
おおむね検索上位の結果を記載していますが、狭い道を通る場合などは、若干距離・所要時間の長い別ルートを記載してい
る場合があります。
駐車場から宿泊施設まで離れている場合などでは、手前までの距離・所要時間を掲載しています。
宿泊施設が集中している場合、その中心付近までの距離・所要時間を掲載しています。）

新着情報
[2013.6.17]
6月29日（土）『谷村新司 NATURE LIVE in 出雲大社』臨時バス運行について

[2013.6.5]
出雲大社 八足門内「特別拝礼」が行われます

[2013.5.20]
出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会がツイッターをはじめました。

[2013.5.8]
交通アクセス情報を更新しました

[2013.5.1]
出雲大社から宿泊施設への距離・所要時間一覧を掲載しました
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「本殿遷座祭」祭事のご案内

大国主大神様に麗しく調えられました御本殿にお遷りいただきます「本殿遷座祭」は宮中より天皇陛
下の大御使（おおみつかい）である勅使様をお迎えして今年５月１０日午後７時より斎行されます。
翌日には同じく勅使様をお迎えして、御遷宮が目出度お仕えされましたことを氏子はじめ関係者一同
が集まってお慶び申し上げると共にお互いに喜びを分かつお祭り、「本殿遷座奉幣祭」がお仕えされ
ます。続いて１２日より日を定めて「本殿遷座奉祝祭」が執り行われますが、これらのお祭りのご参
列は出雲大社よりご案内の方々に限らせていただきますので、予めご了承下さい。
ご参拝については、「本殿遷座祭」当日の１０日は正面銅鳥居より参入されたところで御仮殿参拝ま
た御本殿をご覧いただくことが出来ますが、午後３時になりますと「本殿遷座祭」の準備等のため荒
垣内の立入はご遠慮いただきます。ご参拝は銅鳥居下に設けます参拝所よりお願い致します。
又、１０日は「本殿遷座祭」の諸準備の為誠に申し訳ございませんが、仮拝殿・神楽殿での御祈願の
おまつりは、終日ご奉仕致しませんのでご了承下さいませ。
翌１１日は「本殿遷座奉幣祭」祭典終了までは御仮殿（拝殿）東側のところで御本殿をご参拝いただ
くことが出来ます。さらに祭典が終了し準備が調いますと八足門前までお進みなってご参拝いただく
ことが出来ます。
お参りの皆様方が平成の御代によみがえりました御本殿にお鎮まりになった大国主大神様より大きな
御蔭をいただかれますことをお祈り申し上げます。

【祭事日程】５月

１０日 金 午後 ７時 本殿遷座祭
１１日 土 午前１０時 本殿遷座奉幣祭
１２日 日 午前１０時 本殿遷座奉祝祭
１３日 月 午後 ８時 例祭前夜祭
１４日 火 午前 ９時 的射祭
１４日 火 午前１０時 例祭・本殿遷座奉祝祭
１５日 水 午前 ９時 二之祭・本殿遷座奉祝祭
１５日 水 正午 神輿渡御祭
１６日 木 午前１０時 三之祭・出雲屋敷感謝大祭・本殿遷座奉祝祭
１８日 土 午前１０時 御神楽祭・本殿遷座奉祝祭
１９日 日 午前 ９時 本殿遷座奉祝祭
２１日 火 午前１０時 本殿遷座奉祝祭
２３日 木 午前１０時 本殿遷座奉祝祭
２５日 土 午前１０時 本殿遷座奉祝祭
２６日 日 午前１０時 本殿遷座奉祝祭

※お祭りのご参列は出雲大社よりご案内の方々に限らせていただきますのでご了承下さいませ。
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縁結びの神様として知
られる大国主大神（お
おくにぬしのおおか
み）をまつる出雲大
社。
国宝である現在の御本
殿は1744年に造営さ
れ、これまで3度の遷
宮が行われてきました
が、現在、60年ぶりと
なる「平成の大遷宮」

が行われています。
そもそも遷宮とは、御神体や御神座を本来あったところから移
し、社殿を修造し、再び御神体にお還りいただくことですが、そ
の意味には諸説あり、
（1）木造建築の建物を維持していくため
（2）社殿の建築など様々な技術を継承していくため
（3）神社は清浄であることが必要で、そのために遷宮を行う
（神の力がリフレッシュされる）
などと言われています。
平成20年4月に、御祭神である大国主大神が御本殿から御仮殿に
御遷座される「仮殿遷座祭」が執り行われました。そして翌21年
から、御本殿のみならず摂社・末社も、修造工事が進められてき
ました。
御本殿の修造は、大屋根檜皮（ひわだ）の撤去、野地板の修理な
どを経て、新しい檜皮による葺き作業も平成24年3月に完了し、
同年夏には、修造期間中御本殿を覆っていた大きな素屋根が取り
除かれ、新しく生まれ変わった御本殿がその姿を現わしました。
本年25年5月10日には、大国主大神が修造の終わった御本殿にお
還りになる「本殿遷座祭」も無事終了し、その後様々な奉祝行

60年ぶりの出雲大社「大遷宮」の見どころをご紹介します！ English >>

60年ぶりの出雲大社「平成の大遷宮」は、5年
間にわたる御本殿修造が終わり、今年5月10日
に「本殿遷座祭」が執り行われました。
新しく生まれ変わった御本殿にまみえることの
できるこの貴重な機会に、ぜひ島根へお越しく
ださい。

http://www.kankou-shimane.com/en/sengu/index.html
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事・記念行事が執り行われています。
摂社・末社の改修は平成28年まで続けられます。

古くより「天下無双の大廈（たいか）」と称えられてきた御本殿の修造に
は、震災被害にあった東北地方の木材なども使用されており、銅板など
は130年ぶりに「ちゃん塗り」と呼ばれる特殊な塗装を施されました。
約70万枚もの膨大な檜皮（ひわだ）が敷き詰められた大屋根は見る者を圧
倒します。

事前調査によって、明
治の正遷宮の際に、鬼
板や千木・勝男木など
を覆う銅板には、松ヤ
ニやエゴマ油、鉛、石
灰を混ぜた「ちゃん塗
り」と呼ばれる塗装が
施されていたことが分
かり、今回の修造で
は、「ちゃん塗り」に
よる約130年前の大屋
根が再現されました。
檜皮は防水性に優れて
おり、伝統的木造建築
の最高の屋根材とされ
ます。
出雲大社では、一般の
約1.5倍の長さの檜皮
も用いられており、御
本殿大屋根の面積は
約180坪、軒先の厚さ
は約１mにもなりま
す。

6月29日(土) 【有料】 コンサート 谷村新司NATURE LIVE in 出雲
大社
（撮影不可）

出雲大社本殿前
特設ステージ

7月3日(水)
～7月7日(日)

第23回日米草の根交流サミットしまね大会 出雲大社ほか

8月24日(土) 【有料】 コンサート 出雲Jr.フィル・プレミアムコ
ンサート
～全国ジュニアオーケストラフェスティバル in いず
も～

大社文化プレイス
うらら館

8月25日(日) 奉納演奏 出雲Jr.フィル・プレミアムコンサート
～全国ジュニアオーケストラフェスティバル in いず
も～

出雲大社境内

9月7日(土)
～8日(日)

【有料】 歌舞伎 出雲大社「平成の大遷宮」奉祝 
第24回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎

出雲市民会館
大ホール

9月7日(土)
～8日(日)

【有料】 Zero Project 奉祝公演
音楽舞台劇「クシナダとスナノオ～出雲に生まれし
愛の国～」

大社文化プレイス
うらら館

10月18日(金)
～10月22日(火)

【有料】出雲奉祝の花・ダニエルオスト 八幡垣・織
アート

出雲文化伝承館

10月20日(日) 献華祭 出雲大社平成の大遷宮奉賛献華祭 出雲大社拝殿
10月20日(日)
～21日(月)

花展 第52回華道家元池坊島根県連合支部花展 県立浜山体育館
(カミアリーナ)

10月23日(水) 大相撲 奉納 横綱土俵入り 出雲大社境内
10月24日(木) 【有料】 大相撲 出雲場所 出雲ドーム
10月27日(日)
～11月24日(日)

展示 平成の大遷宮記念 出雲大社奉納 大菊花展 出雲大社勢溜

夏～秋 出雲国風土記「高層神殿」追体験事業 場所調整中
※都合により、奉納団体・演目及び時間が変更になることがあります。

出雲大社の本殿遷座祭の斎行を記念し、神楽、能・狂言、流鏑馬など伝統芸能や、コン
サートなど多くの奉祝行事が行われてきましたが、今後も次のような行事が予定されてい
ます。

６月以降の奉祝行事（PDF：3.81MB） ≫
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出雲大社「平成の大遷宮」 - しまね観光ナビ

http://www.kankou-shimane.com/sengu/index.html[2013/07/11 20:29:27]

しまね観光ナビトップ 公益社団法人 島根県観光連盟 ： 〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 TEL 0852-21-3969 FAX 0852-22-5580

旧暦10月10日に八百万の神々をお迎えするお祭りです。神々は、龍蛇神の先導で海から
稲佐の浜に上陸され、「神迎えの道」を通って出雲大社へ向かいます。
11月12日（火）19:00 場所：稲佐の浜・神楽殿

縁結大祭では、世の人々の更なる幸縁結び
を祈る祝詞が奏上されます。
11月17日(日)・19日（火）10:00 場所：御
本殿

旧暦10月11日から17日までの7日間、集まった神々が様々なご縁を神議（かむはかり：
会議）されるお祭りです。
神々の神議は摂社上宮で行われ、大社境内東西の十九社が宿舎となります。
また、期間中、毎日午後7時から神楽殿で夜神楽特別祈願が行われます。
11月13日 (水) 9:00  神在祭 場所：御本殿
  11:00  龍蛇神講大祭 場所：神楽殿
11月17日 (日) 10:00  神在祭・縁結大祭 場所：御本殿
11月19日 (火) 10:00  神在祭・縁結大祭 場所：御本殿

出雲大社をお発ちになる神々を見送るお祭
りです。
11月19日（火）16:00 場所：拝殿

※平成25年の予定で、日時・場所は変更になる場合があります。
 

大国主大神（おおくにぬしのおおかみ）の御神体が、清らかに蘇った御本殿にお還りになります。
5月10日（金）午後7時 場所：御本殿、御仮殿
※当日は、荒垣内（銅の鳥居の内側）への参入には規制があります。
勅使が幣帛（へいはく）を供えられ、祭文を奏上されます。
5月11日（土）午前10時 場所：御本殿
5月12日(日)、14日(火)、15日(水)、16日(木)、18日(土)、19日(日)、21日(火)、23日(木)、25日(土)、26日(日)
場所：御本殿
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時事ドットコム：動画特集 出雲大社「平成の大遷宮」、復元された本殿公開＝八足門の内側からも撮影

http://www.jiji.com/jc/movie?p=top616-movie02&s=636&rel=y[2013/07/11 20:30:31]

2013年7月11日（木）
1979年

今日は何の日?

東京都(東京)

35 ℃/27 ℃
降水確率 30%

全国の天気

ホーム 国 際 政 治 社 会 スポーツ 経 済・マネー 予 定 地 域 エンタメ ランキング フォト 動 画 特 集 クルマ 旅行 住まい 進学 ﾌｧｯｼｮﾝ English

ホーム ＞ 動画トップ ＞ 指定動画

北朝鮮、神秘的な
美女の素顔

サントリー、エコな
新飲料発表

国立科学博物館､
特別展「深海」

くまモン､ころう君､
時事に来社

温泉女子大生､大
分･壁湯温泉

Ads by Google

ローコスト住宅のカタログ iezukuri.homes.co.jp

坪単価20万円台からのローコスト住宅 を徹底比較!無料で一括カタログ請求

口臭い対策２秒もいらない www.w-direct.jp

主人の臭かった口臭も、便臭も今は… さて、たった１秒の口臭対策とは？

1200万円台からの輸入住宅 www.millcreek.jp

理想の間取りが必ず見つかる《全200 プラン》東急ホームズ限定商品！

出雲大社ツアー 平成の大遷宮 www.club-t.com

クラブツーリズムで行く≪出雲大社≫ 本殿遷座祭・御本殿・大屋根など見所満載

わずか1分太陽光発電一括見積り www.tainavi.com

【完全無料】で補助金の確認と最安値検索 テレビで紹介された話題の安心信頼サイト

出雲大社「平成の大遷宮」、復元された本殿公開＝八足門の内側からも撮影

おすすめ 112 0 ツイートする

出雲大社ツアー 平成の大遷宮 www.club-t.com
クラブツーリズムで行く≪出雲大社≫ 本殿遷座祭・御本殿・大屋根など見所満載

Ads by Google
再生回数：5万578回

動画ランキングへ

2013年3月14日

大国主大神を祭る島根県の出雲大社では、老朽化した建物を改修する「御修造」が進められて

いる。２００８年４月より始まった約６０年ぶりの御修造「平成の大遷宮」。現在の本殿は１７４４

年（延享元年）の造営以来、１８０９年（文化６年）、１８８１年（明治１４年）、１９５３年（昭和２８

年）と３度の御修造が行われてきた。このほど本殿の改修工事が終わり、復元されたその美し

おすすめ 特集一覧写真特集一覧

国際航空ｼｮｰ

2013 in パリ

当ててみろよ

ご先祖さま

神秘の素顔

北朝鮮の美女

F1のタイヤ

カメラマン直撃

乃木坂の白石

始球式失敗

あっ、朝青龍が

こんな所に

エリーサーブ

ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ

女王、復帰

ビーチバレー

20キロ太って

６階級制覇

体を張った

抗議・デモ

名言だよ

珍言もあるよ

ﾊﾞﾙｾﾛﾅの夏

海外水着

 

編集部セレクション

壇蜜さん
インタビュー

球宴でも二刀流
球界なう

踊るビキニ
ビーチ の風景

アクセスランキング・総合トップ 一覧へ

  1位 英製薬大手に巨額贈賄容疑＝中国、…

  2位 タブレットを発売＝レノボと共同開…

  3位 裁判所が違法判決＝規定に反し執行…

トピックス

北朝鮮の今

手探り続く選管=地方選重なり対応追われる-ﾈｯﾄ選挙

物価目標2%達成に自信=黒田日銀総裁

行動あれば早期に｢6ｶ国｣も=韓国外相

群馬･館林で39.5度=猛暑日130地点超
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時事ドットコム：動画特集 出雲大社「平成の大遷宮」、復元された本殿公開＝八足門の内側からも撮影

http://www.jiji.com/jc/movie?p=top616-movie02&s=636&rel=y[2013/07/11 20:30:31]

古代出雲歴史博物

館

【関連動画】

動画特集トップへ  【YouTube】時事ドットコムチャネル登録

い姿が３月８日、報道関係者に公開された。

平成の大遷宮は、主祭神である大国主大神が仮の住まい「御仮殿」へ移る「仮殿遷座祭」から

始まった。２００９年６月には、高さ２４メートルの本殿を覆う工事用の屋根が完成。同年９月か

ら本格的な作業が開始された。今回、国宝の本殿は建て替えを行わず、大屋根のふき替え、

傷んだ部材の修理が実施された。

約１８０坪ある檜皮葺（ひわだぶき）の屋根は、６４万枚を超える檜皮を使用。固定には竹釘が

用いられた。軒先の厚みは約１メートル。美しい反りが、ひときわ目を引く。棟飾りの千木、勝

男木などの銅板には、明治の御修造時に施されていた塗装「ちゃん塗り」を活用。深みのある

落ち着いた色が復元されている。

この日、一般参拝者は正月５カ日しか入れない八足門、その先にある一般公開していない楼

門（撮影不可）の中に入ることが許された。日光を受け、鮮やかに輝く本殿が目前に−。主祭神

が不在のため実現した、希少な体験だ。

大国主大神が本殿にもどる「本殿遷座祭」は５月１０日に開催される。【時事ドットコム編集部撮

影】

 

夜景､生ﾋﾞｰﾙを堪
能､東京湾納涼船

１億３０００万円､伊
スポーツカー

２０１３ミス・アース
日本代表決定

日本カメラ博物館
特別展

魔法使いの世界
へ､ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰ展

ホンダ､ＨＶ専用ア
コード発表

ノルウェーの景勝
地を行く

大きくて甘い｢鳥取
すいか｣ＰＲ

リニア新幹線、５両
編成公開

大磯キャンギャ
ル、お披露目

カルガモ親子、皇
居へ

オスロでムンクの
足跡をたどる

首相､成長戦略の
第3弾発表

小田急水着･浴衣
ファッションショー

ガンダムルーム､
ジャブロータイプ

「マクラーレンＰ１」
日本初公開

トリンプ、世相反映
ブラ最新作

ランボルギーニ､イ
ンプレッション

ＪＡＸＡ展示館｢ス
ペースドーム｣

ゼロ戦、エンジン
始動公開

人が搭乗し操作す
る巨大ロボ

Ａ３８０､仏ﾄｩｰﾙｰｽﾞ
組立工場

第２７回自衛隊観
艦式

拷問を再現、宗教
裁判所博物館

第５世代戦闘機、Ｆ
３５

  4位 ＣＧの児童ポルノを初摘発＝写真参…

  5位 被災役場に新たな献花台＝震災機に…

 

きょうの日本語検定

彼の的を（ ）発言に全員が感心した。

A.射た B.得た C.捉えた

あー、暑い！ 【ＡＦＰ＝時事】

動画 動画ＴＯＰ☆動画ランキングへ

北朝鮮､神秘的な
美女の素顔

サントリー､エコな
新飲料発表

国立科学博物館､
特別展「深海」

くまモン､ころう君
時事通信に来社

夜景､生ﾋﾞｰﾙを堪
能､東京湾納涼船

温泉女子大生､大
分・壁湯温泉
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時事ドットコム：動画特集 出雲大社「平成の大遷宮」、復元された本殿公開＝八足門の内側からも撮影

http://www.jiji.com/jc/movie?p=top616-movie02&s=636&rel=y[2013/07/11 20:30:31]

※動画が再生できない場合、こちらから最新のWindows Media Playerをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして下さい。
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2013.06.11 東神苑特設ステージの奉祝行事は終了しました

2013.05.27 出雲大社勢溜交差点の交通規制の延長について（6月9日までの土・日）

2013.05.25 5月25日（土）・26日（日） 神門通り広場の駐車規制等について

2013.05.24 5月24日（金） 「あったかふくしま観光大使」永峯恵さんによる福島県産
品ＰＲについて

2013.05.22 5月25日（土）・26日（日）の無料シャトルバス運行ルートと運行時間

奉祝行事（5月12日～6月9日）について（お礼）
平成25年5月10日に執り行われた出雲大社「本殿遷座祭」を祝し、東神苑特設ステージにて、5月

12日から29日間連続で開催いたしました「奉祝行事」も、6月9日をもちまして無事終了いたしまし
た。

奉祝事業実行委員会がこの度の「奉祝行事」を開催するに当たり、出雲大社様に多大なご協力を賜
りましたこと、及び東日本大震災被災地である東北3県の芸能団体をはじめ、県内外の８０余団体の
皆様に様々な行事を奉納いただきましたことに、深く感謝申し上げます。

また、お忙しい中、東神苑特設ステージでご観覧いただきました参拝者の皆様に、心よりお礼申し
上げます。

東神苑特設ステージでの「奉祝行事」は終了いたしますが、今後も出雲大社境内や出雲市内で、
様々な「奉祝行事」が開催される予定ですので、引き続きご協力を賜りますとともに、多くの皆様に
ご来場いただきますようお願い申し上げます。

お知らせ

お知らせ一覧へ

このページのトップへ
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本サイトのご利用について
本サイトのバナーについて

出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会事務局
〒693-0711 島根県出雲市大社町杵築南1395（出雲市役所 大社支所 2階）
TEL：(0853) 53-8510 FAX：(0853) 53-5637
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5月12日（日） 舞楽 春日舞楽（社団法人南都楽所） 11:30～13:30 特設ステージ

県内伝統芸能・神事 鷺舞（鷺舞保存会） 13:00～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30

荒垣内
特設ステージ
勢溜

出雲神楽 佐陀神能保存会 14:00～16:00 特設ステージ

出雲神楽 出雲國大原神主神楽保存会 16:00～19:30（夜神楽） 特設ステージ

TOPページ > 奉祝行事 ５月

 

 

東神苑特設ステージでの「奉祝行事」は平成25年6月9日をもって終了いたしまし
た。29日間の開期中、多くの方々にご来場いただき、誠にありがとうございまし
た。心よりお礼申し上げます。 

 

○【有料】の表記のあるものは〔有料公演〕です。〔有料公演〕についてのお問い合わせは、各奉祝行事欄の【お問い合わ
せ先】までお願いします。

○奉祝行事の中にはカメラ・ビデオ撮影をお断りするものがあり、該当行事欄に記載してあります。「撮影不可」の場合は
スチールカメラ・ビデオカメラの使用ができません。「ビデオ録画不可」の場合はビデオカメラの使用ができません。ま
た、ストロボを使用したスチールカメラ撮影は、ご遠慮ください。

５月の奉祝行事一覧
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5月13日（月） 出雲神楽 見々久神楽保持者会 10:00～12:00 特設ステージ

日本舞踊 奉納日本舞踊（花柳寿楽、花柳典幸） 11:00～11:30
13:00～14:00

荒垣内
特設ステージ

石見神楽 石見神楽須子社中 14:00～16:00 特設ステージ

5月14日（火） 出雲神楽 出雲大社教神代神楽本部 12:00～14:00
17:30～20:00（夜神楽）

特設ステージ
特設ステージ

邦楽 人間国宝ユニット『大吟醸』（人間国宝 山本邦山（尺
八）＆高谷秀司（ギター））

»» パンフレット（PDF形式）

12:00～12:30
14:00～15:00

荒垣内
特設ステージ

琉球舞踊 奉納琉球舞踊（沖縄芸能舞踊団） 15:00～17:00 特設ステージ

5月15日（水） 蹴鞠 奉納蹴鞠（金刀比羅宮蹴鞠会） 13:00～14:00 荒垣内

八雲琴 八雲琴（八雲琴伝承青風会） 12:00～13:00 特設ステージ

出雲神楽 出雲大社教神代神楽日登支部 13:00～15:00 特設ステージ

出雲神楽 出雲大社教神代神楽本部 15:30～17:00
18:00～20:00（夜神楽）

特設ステージ
特設ステージ

5月16日（木） 出雲神楽 出雲大社教神代神楽小河内支部 12:00～14:00 特設ステージ

出雲神楽 出雲大社教神代神楽本部 14:30～17:00
18:00～20:00（夜神楽）

特設ステージ
特設ステージ

5月17日（金） 出雲神楽 万九千社立虫神社神代神楽保存会 10:00～12:00 特設ステージ

石見神楽 石見神楽上吉田保存会 12:00～14:00 特設ステージ

石見神楽 河内奏楽中 14:00～16:00 特設ステージ

5月18日（土） 石見神楽 西村神楽社中 11:30～13:00 特設ステージ

縄文太鼓 縄文太鼓演奏家 茂呂剛伸 演奏会（茂呂剛伸） 11:30～12:00
13:00～14:00

荒垣内
特設ステージ

神楽劇 神楽劇スサノオ（出雲大社広島分祠）

»» パンフレット（PDF形式）

18:30～20:00 特設ステージ
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5月19日（日） 県内伝統芸能・神事 吉兆神事（吉兆幡一斉立兆）（大社町吉
兆行事保存会）

10:30～11:30 荒垣内

県内伝統芸能・神事 隠岐国分寺蓮華会舞（隠岐国分寺蓮華会
舞保存会）

10:30～12:00 特設ステージ

東北伝統芸能 請戸の田植踊（請戸芸能保存会） 12:00～12:30
13:00～13:30
14:00～14:30

荒垣内
特設ステージ
特設ステージ

東北伝統芸能 大浦大神楽（大浦大神楽保存会） 13:30～14:00
14:30～15:00

特設ステージ
特設ステージ

石見神楽 石見神楽横田社中 15:30～17:30 特設ステージ

特別講演会 高円宮久子妃殿下御講演「高円宮コレクションと
石見根付」（仮） 撮影不可

12:00～12:45 大社文化プレイスうらら館
だんだんホール

5月19日（日）
～

5月29日（水）
【有料】

いづも財団記念事業「高円宮コレクションと石見根付」展
撮影不可
»» パンフレット（PDF形式）

大社文化プレイスうらら館 ごえんホール
【5月20日(月)・27日(月)は休館日】

5月20日（月） コンサート 「平成の大遷宮」奉祝音楽祭
アコースティックの集い（六子、遊吟、山根万理奈ほか）

10:00～13:30 特設ステージ

コンサート 「平成の大遷宮」奉祝音楽祭
ブラスアンサンブルの夕べ（井上康一、吉川純一ほか）

18:00～19:30 特設ステージ

5月21日（火） 東北伝統芸能 津軽神楽（出雲大社弘前分院） 11:30～13:00
15:00～16:30

特設ステージ
特設ステージ

出雲神楽 出雲大社教神代神楽佐世支部 13:00～15:00 特設ステージ

5月22日（水） 出雲神楽 乙立神楽保存会 10:00～12:00 特設ステージ

石見神楽 下来原西組神楽社中 12:00～14:00 特設ステージ

石見神楽 多根神楽団 14:00～16:00 特設ステージ

5月23日（木） 石見神楽 日脚神代神楽社中 11:30～13:30 特設ステージ

石見神楽 道川神楽社中 13:30～15:00 特設ステージ

 

 

 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 出雲大社 社務所 TEL 0853-53-3100 いづも財団 TEL 0853-53-3100
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5月24日（金） 石見神楽 岡見神遊座 10:00～12:00 特設ステージ

出雲神楽 市森神社神楽保持者会・宇那手神楽保存会 12:00～14:00 特設ステージ

よみ語り 出雲大社ご創建のつち音
～響き合う心、結び合う力～（浅野温子よみ語りの会）
撮影不可

18:00～19:00 特設ステージ

5月25日（土） 石見神楽 千原神楽団 11:30～13:30 特設ステージ

東北伝統芸能 法印神楽（釜谷長面尾ノ崎法印神楽保存会・北
上町女川法印神楽保存会）

13:30～15:30 特設ステージ

舞囃子 舞囃子「大社」（喜多流）（出雲大社土佐分祠） 15:30～16:30 特設ステージ

5月26日（日） 出雲神楽 大土地神楽保存会神楽方 11:30～13:00 特設ステージ

能・献茶 奉納舞・三斎流献茶（櫻間右陣・家元 森山宗浦ほ
か）
撮影不可

12:00～12:30 荒垣内

【有料】 能・狂言 出雲大社「平成の大遷宮」奉祝新作能『遷宮』・狂
言『福の神』（櫻間右陣・野村萬斎ほか）
撮影不可
»» パンフレット（PDF形式）

15:00～17:00 特設ステージ

流鏑馬 出雲大社遷宮奉納 騎射（うまゆみ）（倭式騎馬會） 13:00～15:00 松の参道

5月27日（月） 石見神楽 石見神楽保存会久城社中 10:00～12:00 特設ステージ

流鏑馬 奉納流鏑馬（小笠原流教場） 11:00～13:00 松の参道

舞踊 舞踊奉納（村山左近ほか）

神話語りと舞踊 大國主大神に想いを馳せ
（講演）鈴鹿千代乃（神戸女子大学教授）
（お話）澤村藤十郎、市村家橘（村山右近）
（舞）村山右近ほか

12:00～12:30

13:00～15:30

荒垣内

特設ステージ

お笑い しまね出身お笑い芸人ライブ 撮影不可
司会 桂 三段（島根県に住みます芸人）
奉納者 ネゴシックス、かまいたち、出雲阿国、メンバー、
ニッチェ

18:30 開演 特設ステージ

5月28日（火） 横綱日馬富士奉納土俵入り 
横綱 日馬富士、太刀持ち 安美錦関

11:00～11:15 荒垣内

 

 

 

 

 

 

 

 

◆チケット販売◆ チケット当日販売詳細

 
【問い合わせ先】 出雲篝舞台実行委員会 TEL&FAX 03-3556-6176 » メールはこちら
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露払い 隠岐の海関
（出雲大社教東部教区 日馬富士土俵入り実行委員会）
雨天決行の予定です

石見神楽 石見神楽久々茂保存会 10:00～12:00 特設ステージ

雅楽 甦る悠久（小野雅楽会） 14:00～16:00 特設ステージ

5月29日（水） 石見神楽 岡崎神楽社中 10:00～12:00 特設ステージ

コンサート 出雲大社平成の大遷宮奉祝奉納公演～出雲結び～
（歌 Myu、笛 雲龍、ディジェリドゥ KNOB、民族楽器 奈良
裕之、クリスタルボウル 佐々木恵美子）
撮影不可

»» パンフレット（PDF形式）

15:30～17:00 特設ステージ

5月30日（木） 石見神楽 後野神楽社中 10:00～12:00 特設ステージ

石見神楽 安城神楽社中 12:00～14:00 特設ステージ

出雲神楽 土手町神楽保存会 14:00～16:00 特設ステージ

5月31日（金） 出雲神楽 奥出雲神代神楽社中 10:00～12:00 特設ステージ

奉納演奏 華響界（Miki Sakata、ミカド香奈子） 11:30～12:00 荒垣内

【有料】 コンサート 絵と音と舞のコンサート ～出雲に捧ぐ～
撮影不可
（映像）マークエステル、
（演奏・舞）出雲国若手神職有志
（演奏）東儀秀樹、佐藤健作、東儀九十九、東儀雅美
（舞踊）森山開次、菅井円加、小㞍健太
（和太鼓）佐藤健作

»» パンフレット（PDF形式）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆チケット販売について◆ チケット販売詳
細

18:30～20:30

  特設ステージ

 
【問い合わせ先】 株式会社 Ｈ＆Ｔ TEL 03-6407-4343

◆都合により奉納団体、演目及び時間が変更になる場合があります。
◆上記に「撮影不可等」の記載がない奉納行事でも、奉納団体の都合等により、カメラ及びビデオ等による撮影をお断り
させていただくことがありますので、ご了承願います。
◆荒垣内など屋外で行う奉祝行事については、雨天等の場合に中止することがあります。
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本サイトのご利用について
本サイトのバナーについて

出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会事務局
〒693-0711 島根県出雲市大社町杵築南1395（出雲市役所 大社支所 2階）
TEL：(0853) 53-8510 FAX：(0853) 53-5637
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神々の都・大社を町あるき｜縁結び・パワースポットで有名な神々の都・出雲大社｜しまね観光ナビ

http://www.kankou-shimane.com/mag/12/8/taisha/index.html[2013/07/11 20:34:52]

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築東195

［問合せ］ TEL：0853-53-3100

［HP］ http://www.izumooyashiro.or.jp/

「因幡のシロウサギ」や「国譲り」などの神話で有名な、大
国主大神 （おおくにぬしのおおかみ）をまつる出雲大社は、
平成20年から5年 かけて「平成の大遷宮」が行われて来まし
た。

60年ぶりに真新しくなった御本殿ですが、今回のご修造では
江戸時代の大屋根に施されていた、「ちゃん塗り」と呼ばれ
る特殊な塗装が再現されたのだそうです。千木・勝男木の
「黒」と、真新しい桧皮の「茶」のコントラストが美しいそ
の姿を見ることができるのは、実に130年ぶりのことなんで
す！

60年ぶりの大遷宮でにぎわう出雲大社。「古事記」の国譲りや「出雲国風土記」の国引き神話ゆかりの地であり、
また縁結び・パワースポットとしても人気の出雲大社周辺には、魅力的なスポットがたくさんあります。今回は、
参拝にあわせて巡れる大社町のレストランやお店、資料館など、魅力をたっぷりご紹介します。

縁結び・パワースポットで有名な、神々の都・出雲大社の町の見どころをご紹介！

http://www.izumooyashiro.or.jp/
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古代出雲歴史博物館には、古代出雲に関する数々の国宝や至高の収蔵品が展示され
ていますが、中でも圧巻なのは、現在の倍の高さ・約48mあったといわれる、 平安
時代の出雲大社本殿を10分の1スケールで再現した巨大模型。
その前に立って、当時の人々の姿を想像してみる
と、空高くそびえる神殿の神々しさに圧倒され、胸
が熱くなる気がします。
2000年には、その空中神殿の存在を証明するかの
ように、中古の巨大な柱根が境内で発掘され、大き
な話題となりました。直径1m以上もある杉巨木3本
を束ねて1本の柱としたもので、束ねた心御柱の直
径は約3.6mもあったのです。

【 青銅器と金色の大刀 】
青銅器のコーナーに一歩足を踏み入れてまず目に飛び込ん
でくるのは、金色に輝く何百本もの銅剣。それはもう壮観
の一言です。これは、1984年に出雲市の荒神谷遺跡で発見
された358本の銅剣で、それまでに全国で出土した銅剣の
総数を上回る大発見となりました。緑青におおわれる前の
銅剣は、元々金色だったと聞き、二度感動！
また1996年には、雲南市の加茂岩倉遺跡で39個の銅鐸が
出土しました。これは、1つの遺跡から出土した数として
は全国最多だそうです。
どちらもそれまでの古代史の定説をくつがえす発見とし
て、一躍「古代出雲王国」の存在に注目が集まりました。

【 maru cafe 】
古代出雲歴史博物館の展示の合い間に、ミュージア
ムカフェ「maru cafe（マルカフェ）」で一休み。
緑豊かなロケーションに恵まれた開放的な空間で、
くつろぎのひと時を過ごすことができます。
一押しメニューは「れきはくカプチーノ」。 歴博
キャラクターの雲太くんや、勾玉、銅鐸などが描か
れたデザインカプチーノです。かわいい神様おみくじ付きの「えんラン
チ」や、もちもちした食感が特徴のベーグルも好評です。

島根県立古代出雲歴史博物館 maru cafe（マルカフェ）

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築東99-4  古代出雲歴史博物館 2F

［問合せ］ TEL：0853-53-8600 FAX：0853-53-5350  TEL：0853-53-8600

［営業］ 9:00～18:00 [定休日] 毎月第3火曜  10:00～17:00（LO 16:30） [定休日] 毎月第3火曜

［HP］ http://www.izm.ed.jp/   

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築東840-1

［問合せ］ TEL：0853-53-5026

［営業］ 9:00～17:00 [定休日] なし

［HP］ http://www.goenyokocho.jp/

【 ご縁横丁 】
長屋風の木造平屋建ての中に、ぜんざい餅をはじめ、出雲そばや鯖寿
司、めのう製品やお漬物、デザインTシャツや占い、縁結びおにぎりや
山陰の食材を扱う店舗まで並びます。店先には縁台が置かれているの
で、休憩も可能。地下にはトイレやコインロッカーもあります。

http://www.goenyokocho.jp/
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めのや 出雲大社店

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南731

［問合せ］ TEL：0853-31-4675

たまゆら 出雲大社店

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南776

［問合せ］ TEL：0853-53-8031

［営業］ 9:00～17:00 [定休日] 12/29・30のみ

［HP］ http://www.anahitastones.com/

【 めのや 出雲大社店 】 【 たまゆら 出雲大社店 】
出雲大社正門前にある「めのや」と、神門通り中ほどにある「たまゆ
ら」は、ともにパワーストーンや天然石を扱うグループ店。東京スカ
イツリーのソラマチにも出店しています。
めのやの入り口では、勾玉を持ったかわいらしいウサギのモニュメン
トがお出迎え。一緒に記念撮影していくお客様の姿も見かけます。
どちらの店にも、大小様々な勾玉をはじめとしたきれいな天然石・パ
ワーストーンのアクセサリーが、ところ狭しと並んでいます。デザイ
ンも豊富で、あなたのお気に入りのものがきっとありますよ！

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南839-1

［問合せ］ TEL：0853-25-8120

［営業］ 10:00～18:00（LO.17:30） [定休日] 火曜

【 くつろぎ和かふぇ 甘右衛門 】
ご縁横丁の隣に、和モダンな雰囲気のカフェ
「甘右衛門」がオープン！
コーヒーや抹茶と一緒に、10数種類のこだ
わりのスイーツがてんこ盛りの「特製パ
フェ」や、「御縁シフォンケーキ」などの和
スイーツをいただきながら、ゆったりと素敵
な時間が過ごせるお店です。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南837-2

［問合せ］ TEL：0853-53-8101

［営業］ 10:00～17:00 [定休日] なし

［HP］ http://fukunowa.jp/

【 福乃和 】
福をもたらす縁起の良い魚・ふぐの海産物専門店
「福乃和」 。
福乃和を代表する「うず煮」は、出雲大社・出雲
国造家に代々伝わるふぐを使った特別なおもてな
し料理です。 あっさりと上品なとろみのついたふ
ぐだしに、ふぐの身、干ぴょう、椎茸が入ってい

ます。
ふぐの形をしたかわいい「おふく焼き」も人気です。

【 坂の下cafe morikame 】
勢溜から神門通りを少し下って脇道に入ると、江戸
末期から昭和初期まで営業していた旅館を改装した
和風カフェがあります。森亀旅館の名前をとって
「坂の下cafe morikame」。
建具や調度品、食器などは当時から残っているもの
を使っているそうです。こだわりのオリジナルブレ
ンド・コーヒーや、出雲ぜんざい、1日10食限定の
トーストセットなどがあります。お座敷の居心地がとても良くて長居を
したくなりました。

http://www.anahitastones.com/
http://fukunowa.jp/
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南765-1

［問合せ］ TEL：0853-53-5310

［営業］ 10:00～17:00 [定休日] 木曜

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南780

［問合せ］ TEL：0120-83-2265

［営業］ 10:00～18:30 [定休日] 水曜、日曜、祝日

［HP］ http://www.8st.jp/

【 クワカホームスタジオ 】
一見ガレージ風(?)のおしゃれな建物のドアを開け
てみると、そこは写真スタジオ＆雑貨屋さん。家
族写真やグループ写真を専門に撮影する、カジュ
アルなスタジオです。
ブランコのある中庭横の階段を上がると、手編み
のかばんや子供服、雑貨のコーナーも。隠れ家み
たいなお店には、乙女心をくすぐる本当にかわい

くてセンスのよいものばかりで、時間を忘れて見入ってしまいそうで
す。プレゼントにもぴったり！

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南775-5

［問合せ］ TEL：0853-53-3890

［営業］ 10:00～17:00 [定休日] 水曜日（不定休）

【 大社門前 いづも屋 】
５種類のお団子から４種類を選べる「縁結びだん
ご」。だんごの種類を人にたとえ、一つのお皿に盛
ることで人と人との縁を大切にしたいという思いが
込められています。グループで行って分け合って食
べると楽しそう！
材料も島根県産にこだわっています。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南837-2

［問合せ］ TEL：0853-53-8101

［営業］ 10:00～17:00 [定休日] 不定休

［HP］ http://www.zenzai-01.com/

【 日本ぜんざい学会 壱号店 】
ぜんざいは、出雲地方で旧暦10月の「神在祭」の
際に振る舞われた「神在（じんざい）餅」の「じ
んざい」が訛って「ぜんざい」と呼 ばれるように
なったとか。
この「日本ぜんざい学会壱号店」をはじめ、あち
こちに出雲ぜんざいをいただけるお店がありま
す。

「焼きもち焼くほど仲が良い」と言うように、焼き餅入りの『縁結び
ぜんざい』を食べて良縁を！

http://www.8st.jp/index.html
http://www.zenzai-01.com/
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南775-1

［問合せ］ TEL：0853-53-2884

［営業］ 10:00～17:00 [定休日] 水曜

［HP］ http://www.ichibata.co.jp/enmusubi/

【 いずも縁結び本舗 】
「ちょこれーとわさんぼん」や「縁結ばれ餅」な
ど、出雲ゆかりのお土産や特産品のお店。
店頭で販売されている、ハート型の「縁結びかまぼ
こ」や「あごのやき磯辺あげ」がいい香り！ 縁結
びかまぼこは、結婚式のノベルティにも人気だそう
です。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南775-14

［問合せ］ TEL：0853-53-5653

［営業］ 9:30～17:00 [定休日] なし

【 寺子屋本舗 出雲大社店 】
店先で焼くせんべいの香りが香ばしい、せんべいの専門店。
国産もち米100％使ったもち焼きせんべいと、自然薯入りでもちもち
のぬれおかきを販売しています。 
選んだせんべいを竹皮に包んでくれる「縁結びセット」や、巾着に入
れてくれる「ご縁巾着セット」などがお土産に最適です。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南775-14

［問合せ］ TEL：0853-53-5654

［営業］ 9:30～17:00 [定休日] なし

【 手作り箸工房 遊膳 】
「ご縁の地で、大切な人へ『幸せのはし渡し』」が
キャッチフレーズの箸専門店。
和紙を貼ったおしゃれな箸から伝統的な箸まで、バ
リエーション豊富で美しく、見ているだけでも楽し
くなってしまいます。
無料で名前やメッセージも彫ってもらえますよ！

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南835-5

［問合せ］ TEL：0853-53-6330

［営業］ 10:30～18:00 [定休日] 水曜(祝日の場合営業)

【 ポンム・ベエル 】
神門通り沿いの古い旅館を改装した、おしゃれな
カフェ。ポンム・ベエルとは、ご主人の修行時代
の想い出にちなんだフランス語「青いリンゴ」と
いう意味だそうです。
中庭をながめながら、有機栽培のコーヒーや、オ
ムハヤシ、パスタなどの洋食を楽しめます。オリ
ジナル・スイーツの「ぜんざいロール」も気にな

るところ。

http://www.ichibata.co.jp/enmusubi/
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南780-9

［問合せ］ TEL：0853-53-0510

［営業］ 10:00～18:00 [定休日] 月曜

［HP］ https://www.facebook.com/cafemaruco

【 cafe まるこ 】
神門通りの中ほどにある「cafe まるこ」。二階
席から通りを見下ろしながらのカフェが人気で
す。
地元の和菓子店「坂根屋」のあんこや求肥を素
材に使用した「ぜんざいホットサンド」が一押
し！
週末夕方貸切りの少人数「縁結会」も開催中。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南859-3

［問合せ］ TEL：0853-27-9936

［営業］ 9:00～17:00 [定休日] 月曜

［HP］ http://ichinoya.biz/

【 とんぼ玉工房 いちの家 】
店内には、様々な色・大きさのカラフルなとんぼ
玉がずらり！また約100種類の中から自由に玉を
選んで、オリジナルのアクセサリーも作れます。 
店頭では、とんぼ玉の制作風景も見学できます
よ。
縁結びにちなんだ、ピンクのハート模様のとんぼ
玉が女性に一番人気！

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南838-6

［問合せ］ TEL：0853-53-0013

［営業］ 10:00～16:00(土日 ～17:00) [定休日] 不定休

［HP］ http://www.enmusubi-izumo.com/

【 縁結び ひらの屋 】
スサノオノミコトは、川面に流れる箸を見つけ
たのが縁で稲田姫と出会いました。これにちな
んで生まれたのが、ひらの屋の「縁結び箸・ご
縁箸」です。
また、披露宴で席札としてお使いいただける
「縁結び席札箸」は、披露宴後持ち帰ってマイ
箸として利用でき、人気です。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南861-1

［問合せ］ TEL：0853-25-7337

［営業］ 10:00～16:00 [定休日]火曜

［HP］ http://nikou-shop.jp/?mode=f3

【 出雲そばおやき専門店 絆屋 】
「出雲そばおやき」とは、そば粉入りの生地にいろいろな食材を包み
込んで蒸し上げたものです。出雲の新名物として誕生しました。 
中に入っている具材によって「小倉あん」「ごぼう」「しいたけ山
椒」「さつまいも」「あらめ」などのバリエーションがあります。
島根和牛の佃煮入りの「ごぼう」や、西浜いもを使った「さつまい
も」、出西生姜みそ和えの「あらめ」など、地元食材のこだわってい
ます。
願い事を短冊に書いて赤い糸に結び、出雲大社の縁結び大祭で奉納す
る「きずなゆい（絆結）」も人気です。

https://www.facebook.com/cafemaruco
http://ichinoya.biz/
http://www.enmusubi-izumo.com/
http://nikou-shop.jp/?mode=f3
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南1346-5

［問合せ］ TEL/FAX：0853-25-7557

［営業］ レストラン 11:30～15:00、17:30～22:00 カフェ 10:00～17:30

[定休日] 火曜

［HP］ http://izumo.laut-japan.jp/

【 LAUT 大社神門通り店 】
一畑電車出雲大社前駅に隣接して、レストラン＆カフェ・ラウ 大社神門
通り店がオープンしました。
カフェスペースとレストランスペースがあり、後ろにはプラットホーム
や電車が見えます。
レストランは、エスニックなインテリアが女子ランチにピッタリの雰囲
気。種類の多い前菜のプレートは、色んなものをちょっとずつ食べたい
女の子の気持ちが分かってる！
味も見た目もオシャレな料理に、ガールズトークが止まりません♪メイ
ンディッシュの肉料理は、柔らかいお肉に、ソースが絶妙。野菜もいっ
ぱい摂れちゃいます。本格的なコースで大満足でした。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南1570-6

［問合せ］ TEL：0853-53-2965

［営業］ 11:00～18:00 [定休日] 水・木曜

［HP］ http://www.kichiya.jp

【 ANTWORKS GALLERY 】
神門通りをだいぶ下り、日本一の大鳥居近くに気
になる緑色のポスト!?お店の方に聞いてみると、
これはお店の郵便受けなのだそうです。ポスト
じゃないので投函しないでくださいね！（笑）
店内には、木や金属などで作られたアクセサリー
や器、雑貨、家具などがたくさん並び、お店の雰
囲気も、作品も、洗練されていて感性を磨かれま

す。
奥にカフェコーナーがあり、木製の味わい深いテーブルや、おしりに
フィットする不思議なイスでゆったりとした癒しの時間を過ごすこと
ができます。

［関連HP］ http://www.kankou-shimane.com/more/food/soba/

【 出雲そば 】
日本三大そばの一つである出雲そばの産地・島根には、多くのそば屋
があります。出雲そばは、そば粉を作る際にそばの実を皮ごと挽くた
め、麺が色黒なのが特徴で、コシがあり香り高く、栄養価にも優れて
います。
大社にもたくさんの出雲そばのお店があり、特に神迎の道やお宮通り
沿いには長く親しまれてきた老舗のそば屋があります。割子そばや釜
揚げそばで食べるのが出雲流。歴史ある伝統の味を、是非ご賞味くだ
さい。

【 大社の祝凧 高橋 】
毎年旧暦10月は、全国から神々が出雲に集って来られるため、この地方
では「神在月」と呼ばれています。また神々を大社の稲佐の浜でお迎え
し、出雲大社へと向かう道を「神迎の道」と呼びます。
神迎の道沿いに、昔ながらの祝凧を製造販売しているお店があります。
縁起のよい「鶴」「亀」の文字を大書した伝統的な祝凧で、元々は、出

http://izumo.laut-japan.jp/
http://www.kichiya.jp/
http://www.kankou-shimane.com/more/food/soba/index.html
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築東724

［問合せ］ TEL：0853-53-1553

雲大社宮司の千家・北島の両家に伝えられてきた凧だそうです。
「鶴」と「亀」の文字は、出雲大社背後の鶴山（千家家）と亀山（北島
家）に由来するのだとか。お店には、祝凧の他に大社の夏の風物である
「じょうき」と「鯛車」も飾ってあり、キッチュな魅力がありました。

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築東378-2

［問合せ］ TEL：0853-53-2123

［HP］ http://tawarayakaho.com/

【 俵屋菓舗 大鳥居店 】
大社のおみやげといえばこれぞ出雲名物！の「俵まんじゅう」が定番。そうそう、正確には「俵まんぢ
う」って書くんですよね。
地元ではオオクニヌシノミコトは、「大国様＝大黒様」として親し
まれていて、大黒様が乗っている俵をかたどってできたのが、この
まんじゅうです。ふわふわのカステラ地に米を表わす白あん入り
で、年齢を問わずお口に合う本当に懐かしい味わい。俵せんべいも
人気です！

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築西2450-1

［問合せ］ TEL：0853-53-2000

［HP］ http://www.tezenmuseum.com/

【 手錢記念館 】
出雲大社から海に向かって神迎の道を行き、半ば過ぎるとやがて左手
に、美しい白壁の大きな建物が見えてきます。
これが手錢記念館で、江戸時代から続く手錢家の寄贈の品々を基に、
松平不昧公ゆかりの陶器・楽山焼や布志名焼、歴代小島 漆壺齋の漆器
など、出雲地方の美術工芸品数百点が展示されています。
展示室は、江戸時代に建てられた米蔵と酒蔵を改装したも
ので、特に第二展示室として使われている元酒蔵は、高い
天井に太い梁が走る実に見事な建物で、本当に息を飲むほ
ど美しい空間です。これを釘１本使わずに建てるなんてす
ごい！と大変感銘を受けました。

［住所］ 島根県出雲市大社町北荒木441-3

［問合せ］ TEL：0853-53-2112（出雲観光協会）

［HP］ http://www.izumo-kankou.gr.jp/172

【 旧大社駅 】
1990年に廃駅となるまで出雲大社の表玄関として親しまれた、純和
風建築の駅舎が当時の姿そのまま、まるで時が止まったかのように
残っています。
大正ロマンを感じる格調高くノスタルジックな建物にたたずむと、
今にも列車がプラットホームに入って来そうな気がします。
現在は様々なイベントの会場としても使われ、心落ち着く場所で
す。

http://tawarayakaho.com/
http://www.tezenmuseum.com/
http://www.izumo-kankou.gr.jp/172
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出雲国風土記には、大国主・オオナムチを「とりこ」にした素敵な女神が多く登場し、縁が結ばれています。出雲
市駅前から9号線までのくにびき中央通りには、出雲神話をモチーフにしたブロンズ像が設置されています。日本で
一番美しい女神スセリヒメの像をお参りするなど、美容や縁結びのご利益に「女神巡り」をしながら縁結びロード

［住所］ 島根県出雲市大社町杵築北

［問合せ］ TEL：0853-53-2112（出雲観光協会）

［HP］ 稲佐の浜 http://www.izumo-kankou.gr.jp/213

奉納山公園 http://www.izumo-kankou.gr.jp/212

【 稲佐の浜と奉納山公園 】
古事記・日本書紀に記された神話の中で、アマテラスオオミカミの使
者とオオクニヌシノミコトが、いわゆる「国譲り」の交渉をした舞台
が、この「稲佐の浜」だと言われています。
また稲佐の浜は、出雲国風土記に記された「国引き神話」の舞台でも
あります。奉納山公園の展望台に登ると、国引き神話で新羅から余っ
た土地を引いて来た綱とされる、大社から弓状に伸びる園の長浜や、
つなぎ止めた杭とされる三瓶山などを一望することができます。

日御碕神社

［住所］ 島根県出雲市大社町日御碕455

［問合せ］ TEL：0853-54-5261

日御碕灯台

［住所］ 島根県出雲市大社町日御碕1478

［問合せ］ TEL：0853-54-5341

［HP］ http://hinomisaki.com/

【 日御碕 】
稲佐の浜から海岸線に沿って行くと、島根半島の西端・日御碕に到着します。ここには朱塗りの社殿が
美しい日御碕神社があり、スサノオノミコトを祀る神の宮と、姉のアマテラスオオミカミを祀る日沈宮
の２つの社殿が並ぶという、とても珍しい造りになっています。
また近くには日本一の高さを誇る、白亜の日御碕灯台があります。
灯台に登ると視界は360度パノラマ、夕日の沈む海はまさに絶景で
す！
灯台へ向かう途中に並ぶお店からは、イカを焼くいい香りが…。
古事記編纂1300年（平成24年）にちなんでデビューした「古事記
丼」も絶品です。

古事記などに語られる出雲神話について学んだ地元ガイドが、出雲大社の魅力を
より深く知っていただけるよう、参拝の作法などを交えてご案内します。

コース 神門通りおもてなしステーション→勢溜→出雲大社境内→社家通り→神門通りお

もてなしステーション

期間 通年 10:00～、13:00～、15:00～

料金 500円／人

所要時間 約80分

定員 15名まで

集合場所 神門通りおもてなしステーション

問合せ 出雲観光協会 TEL：0853-53-2112 FAX：0853-53-5856

http://www.izumo-kankou.gr.jp/213
http://www.izumo-kankou.gr.jp/212
http://hinomisaki.com/
http://www.izumo-kankou.gr.jp/1702
http://www.izumo-kankou.gr.jp/1702
http://www.izumo-kankou.gr.jp/
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［住所］ 島根県出雲市大社町杵築南1346-9

［問合せ］ 出雲中央通商店街振興組合 TEL：0853-31-6282

［関連HP］ http://www.izumo-center.com/

をまち歩きをしてみませんか？

しまね観光ナビトップ ウェブマガジン・バックナンバー

http://www.izumo-center.com/
https://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=211831808585674472730.0004c510257f10cfbb796&msa=0&ll=35.394403,132.681327&spn=0.02085,0.027122
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
http://www.kankou-shimane.com/index.shtml
http://www.kankou-shimane.com/mag/index.html
http://www.kankou-shimane.com/mag/index.html
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 松江エリア
 安来エリア
 出雲エリア
 雲南エリア
 石見銀山と周辺エリア
 浜田江津エリア
 益田津和野エリア
 隠岐エリア

   

 自然
 文化・伝統芸能
 工場・産業
 神話・パワースポット
 食
 むすぶらり
 まち歩き
 周遊バス
 その他

  

 半日
 1日（日帰り）
 1泊2日
 2泊以上

しまね観光ナビトップ ＞ 地元発おもしろオプショナルツアー ＞ 検索結果一覧

2013/07/13(土)～2013/08/14(水) 半日
＜バスツアーのみ＞ 大人：4,500円、小人：2,500円 ＜ローソク島
遊覧船つき＞ 大人：8,800円、小人：5,800円

ジオパークって何？わからないならデビュー!!知れば知るほどおもしろい。
隠岐ジオパーク、デビューの旅
隠岐の島が世界ジオパークにデビュー!? でもジオパークってな
に!? 名物ガイドと一緒に隠岐ジオパークへ飛び出そう！

2013/04/13(土)～2013/11/09(土) 1日（日帰り）
大人4,000円 小人（小学生以下）3,000円 未就学児無料

悠久の時を経て甦るオロチ退治伝説の旅へ
ヤマタノオロチ伝承バス
「古事記」や「出雲国風土記」に記載され、島根県雲南市に点
在する「印瀬の壺神」、「天が淵」、「尾留大明神」等、ヤマ
タノオロチの伝承地を地元観光ガイドと共に巡ります。

2013/04/27(土)～2013/11/23(土) 1日（日帰り）
大人4,000円 小人（小学生以下）3,000円 未就学児無料

悠久の時を経て甦るオロチ退治伝説の旅へ
スサノオ伝承バス
「古事記」や「出雲国風土記」に記載され、島根県雲南市に点
在する「須我神社・奥宮」、「佐世神社」、「布須神社」等、
スサノオノミコトの伝承地を地元観光ガイドと共に巡ります。

2013/04/06(土)～2013/11/30(土) 1日（日帰り）
大人 5,000円 小人（3才～小学生）4,000円

中海周辺のスポットをお得に巡れるバスツアー
神々の国しまね ゑびす・ご縁バス
アメリカの日本庭園専門誌で10年連続日本一に輝いた足立美術
館、安来節の殿堂・安来節演芸館、 ゑびす様が祀られる美保神
社など中海周辺をお得に巡れるバスツアー

http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/list?tour_theme%5B%5D=6
http://www.kankou-shimane.com/ja/
http://www.kankou-shimane.com/ja/top
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/41
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/41
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/41
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/32
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/32
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/32
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/33
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/33
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/33
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/4
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/4
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/4
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/4
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/4
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2013/04/27(土)～2013/11/30(土) 1日（日帰り）
大人2,800円、小人1,400円 ※大人：中学生以上、小人：3歳～小学
生。 ※未就学児で座席を占用されない場合は、無料となります。た
だし、未就学児2人目以降は小人料金をいただきます。

島根の観光２大スポット・出雲大社と世界遺産石見銀山を巡る贅沢旅！
出雲大社⇔石見銀山直行バス
パワースポットと言われる出雲大社と、世界遺産石見銀山を直
行で結ぶ便利なツアーバスです。お得な石見銀山４館共通チ
ケットもついてます！その他、バス乗車券の掲示で協賛店で嬉
しいサービスが受けられます！石見銀山だけでなく、仁摩サ...

2013/10/05(土)～2013/11/30(土) 1日（日帰り）
1日コース：大人3,000円 小人2,000円 午後コース：大人2,000円 小
人1,500円 ※小人は3歳～小学生 ※バス代・特典込 ※3歳未満は1人
まで無料 二人目以降は小人料金

縁結び・パワースポット・美肌温泉を満喫できる贅沢バスツアー！！
ぐるっとご縁ひめがみバス
女子旅にマストな出雲の3つの神社をめぐる 縁結び・パワース
ポット・美肌温泉を満喫できる贅沢バスツアー！！ 【オススメ
のポイント】 ○ガイドの案内でわかりやすくより楽しめる！
○「サンライズ出雲」の到着時間...

2013/04/06(土)～2013/12/23(月) 1日（日帰り）
大人 3,000円 小人（３才～小学生） 1,500円

人気のパワースポットを巡るツアー
神々の国しまね パワースポットバス
日本有数のパワースポット・須佐神社、八百万の神々が森羅万
象のご縁を結ぶ地・出雲大社 鏡の池占いで人気の八重垣神社な
ど人気のスポットを巡るツアー

2013/08/10(土)～2013/12/23(月) 半日
大人2,000円 小学生以下1,000円

八重垣神社、玉作湯神社、カラコロ界隈 ３つの縁結びパワースポットをおしゃ
れなレトロバスでめぐる贅沢な限定ツアー
レトロバスでめぐる 松江縁結びパワースポット
女子旅に人気の縁結びスポットをまとめてまわる贅沢なツ
アー！ バスは、おしゃれなレトロバス！！ 【オススメのポイン
ト】 ☆八重垣神社、玉作湯神社、カラコロ界隈・・・３つの人
気縁結びスポットをもれなくまわれる！ ...

http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/list?tour_theme%5B%5D=8
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour
http://www.kankou-shimane.com/ja/
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/28
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/28
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/28
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/45
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/45
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/45
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/3
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/3
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/3
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http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/46
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http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/46
http://www.kankou-shimane.com/ja/tour/detail/46
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番号 名称 名称カナ
施設詳細
リンク先

市町村1 住所 出雲大社（勢溜前）からのアクセス 距離 時間 経路地図

1 竹野屋 タケノヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4916 出雲市 島根県出雲市大社町杵築南857 神門通りを徒歩で 0.1 km 02分 http://goo.gl/maps/INQwK

2 すたに旅館 スタニリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4917 出雲市 出雲市大社町杵築東大鳥居382 神門通りを徒歩で 0.1 km 02分 http://goo.gl/maps/FsQwl

3 大島屋旅館 オオシマヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4918 出雲市 出雲市大社町杵築東大鳥居722 神門通りを徒歩で 0.2 km 02分 http://goo.gl/maps/TT1HS

4 ビジネスホテル大社 ビジネスホテルタイシャ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5083 出雲市 出雲市大社町杵築東67-3 勢溜より徒歩 0.2 km 02分 http://goo.gl/maps/Y387t

5 日の出館 ヒノデカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4915 出雲市 島根県出雲市大社町杵築南776 神門通りを徒歩で 0.2 km 02分 http://goo.gl/maps/DIYuV

6 ゑびすやユースホステル エビスヤユースホステルhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5316 出雲市 出雲市大社町神門通り 神門通りを徒歩で 0.3 km 03分 http://goo.gl/maps/I2e6I

7 椿家 ツバキヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5175 出雲市 出雲市大社町杵築北2844-45 国道431号線 1.7 km 05分 http://goo.gl/maps/Eb8Lj

8 白砂 シラスナ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5176 出雲市 出雲市大社町杵築北2977 国道431号線 1.7 km 05分 http://goo.gl/maps/Eb8Lj

9 関屋 セキヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5177 出雲市 出雲市大社町杵築北3006 国道431号線 1.7 km 05分 http://goo.gl/maps/Eb8Lj

10 たけしや旅館 タケシヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4912 出雲市
島根県出雲市大社町杵築南
1381-4

神門通りを徒歩で 0.6 km 06分 http://goo.gl/maps/uVTFQ

11 ますや旅館 マスヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4921 出雲市 出雲市大社町杵築東御宮通494 勢溜より徒歩 0.5 km 06分 http://goo.gl/maps/kx57r

12 ホテル出雲不老温泉
ホテルイズモフロウオンセ
ン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4911 出雲市 出雲市大社町修理免821-3 神門通りを徒歩で 0.7 km 07分 http://goo.gl/maps/LUTKI

13 銀海 ギンカイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4922 出雲市
島根県出雲市大社町日御崎
1370-2

県道29号線 3.7 km 08分 http://goo.gl/maps/2ZFEg

14 民宿　幕島荘 ミンシュク　マクジマソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5178 出雲市 出雲市大社町日御碕123-3 県道29号線 5.1 km 10分 http://goo.gl/maps/guw0r

15 出雲ロイヤルホテル イズモロイヤルホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5064 出雲市 出雲市渡橋町 国道431号線 と 県道28号線 7.7 km 14分 http://goo.gl/maps/td3t3

16 梅の家 ウメノヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5101 出雲市 出雲市姫原町134-5 国道431号線 と 県道28号線 8.5 km 14分 http://goo.gl/maps/asDma

17 いずもの里 イズモノサト http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5099 出雲市 出雲市姫原町188-4 国道431号線 と 県道28号線 8.7 km 15分 http://goo.gl/maps/vbcr2

18 いなば イナバ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5100 出雲市 出雲市姫原町211-1 国道431号線 と 県道28号線 8.6 km 15分 http://goo.gl/maps/SCjHw

19 民宿西亀荘 ミンシュクニシガメソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5179 出雲市 出雲市大社町日御碕黒田1022 県道29号線 7.3 km 15分 http://goo.gl/maps/o8zDR

20 旅館寿 リョカンコトブキ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4770 出雲市 出雲市塩冶町1968-5 国道431号線 と 県道28号線 8.1 km 16分 http://goo.gl/maps/HDYCG

21 ホテルリッチガーデン ホテルリッチガーデン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3619 出雲市 出雲市天神町860番地10 県道28号線 9.0 km 16分 http://goo.gl/maps/kR0L6

22 笠家旅館 カサヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4763 出雲市 出雲市今市町中央通り60 県道28号線 8.8 km 16分 http://goo.gl/maps/pj5HN

23 ニューウェルシティ出雲 ニューウェルシティイズモhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5399 出雲市 出雲市塩冶有原町2-15-1 国道431号線 と 県道28号線 7.9 km 16分 http://goo.gl/maps/zDfuu

24 ホテルアルファーワン出雲
ホテルアルフアーワンイズ
モ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5061 出雲市 出雲市今市町 県道28号線 9.3 km 17分 http://goo.gl/maps/BVjxB

25 今岡旅館 イマオカリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4764 出雲市 出雲市今市町878 県道28号線 8.9 km 17分 http://goo.gl/maps/1WXpz



番号 名称 名称カナ
施設詳細
リンク先

市町村1 住所 出雲大社（勢溜前）からのアクセス 距離 時間 経路地図

26 旅館黒崎 リョカンクロサキ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4765 出雲市 出雲市今市町駅通り2081 県道28号線 9.2 km 17分
http://goo.gl/maps/0DaK
L

27 すぎはら民宿 スギハラミンシュク http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5180 出雲市 出雲市大社町日御碕黒田220 県道29号線 7.5 km 17分 http://goo.gl/maps/4IR7k

28 ツインリーブスホテル出雲
ツインリーブスホテルイズ
モ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5397 出雲市 島根県出雲市今市町985-8 県道28号線 9.3 km 17分 http://goo.gl/maps/ny7cI

29 東横イン出雲市駅前
トウヨコインイズモシエキマ
エ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5438 出雲市 出雲市今市町971-13 県道28号線 9.2 km 17分 http://goo.gl/maps/oSuAp

30 出雲ステーションホテル イズモステーシヨンホテルhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5063 出雲市 出雲市今市町1261-23 県道28号線 9.6 km 18分 http://goo.gl/maps/SJs1w

31 ホテルながた ホテルナガタ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5065 出雲市 出雲市今市町864-5 県道28号線 8.7 km 18分 http://goo.gl/maps/F0GDh

32 ふじや旅館 フジヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4772 出雲市 出雲市塩冶町1225-2 県道28号線 9.2 km 19分 http://goo.gl/maps/vgUfl

33 ホテル武志山荘 ホテルタケシサンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5060 出雲市 出雲市今市町2041 県道28号線 10.2 km 19分 http://goo.gl/maps/NmtK1

34 たかはし民宿 タカハシミンシュク http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5183 出雲市 出雲市大社町日御碕1480-13 県道29号線 9.5 km 19分 http://goo.gl/maps/cW3Yd

35 出雲グリーンホテルモーリス
イズモグリーンホテルモー
リス

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5400 出雲市 出雲市駅南町2-3-4 県道28号線 9.8 km 19分 http://goo.gl/maps/9EhTy

36 スーパーホテル出雲駅前
スーパーホテルイズモエキ
マエ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5407 出雲市 出雲市駅南町1-3-3 県道28号線 9.7 km 19分 http://goo.gl/maps/lmPBz

37 柿田旅館 カキタリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4769 出雲市 出雲市塩冶町1225-1 県道28号線 9.2 km 20分 http://goo.gl/maps/LO1KE

38 ホテルほり江 ホテルホリエ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5081 出雲市 出雲市平田町1826-20 国道431号線 13.6 km 20分 http://goo.gl/maps/29a5H

39 民宿きむら荘 ミンシュクキムラソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5195 出雲市 出雲市大社町日御碕649-5 県道29号線 9.5 km 20分 http://goo.gl/maps/oUnAN

40 国民宿舎国引荘
コクミンシュクシャクニビキ
ソウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2684 出雲市 出雲市湖陵町二部1230 山陰道/国道9号線 と 国道431号線 10.8 km 20分 http://goo.gl/maps/iVrhp

41 御碕屋本店 ミサキヤホンテン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5181 出雲市 出雲市大社町日御碕472 県道29号線 9.5 km 20分 http://goo.gl/maps/QdDFN

42 おおみや荘 オオミヤソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5182 出雲市 出雲市大社町日御碕448 県道29号線 9.6 km 21分 http://goo.gl/maps/jxOXu

43 ホテルサンヌーベ ホテルサンヌーベ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5379 出雲市 出雲市西新町1-2548-1 国道431号線 9.9 km 21分 http://goo.gl/maps/IPeKL

44 持田屋旅館 モチダヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4838 出雲市 出雲市平田町幸町 国道431号線 14.3 km 22分 http://goo.gl/maps/1DJR1

45 ビジネスホテル幸野屋 ビジネスホテルコウノヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4839 出雲市 出雲市平田町市場 国道431号線 14.4 km 22分 http://goo.gl/maps/VCuXG

46 ひらたメイプルホテル ヒラタメイプルホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5401 出雲市 島根県出雲市平田町2451 国道431号線 14.8 km 22分 http://goo.gl/maps/fImWI

47 民宿ちどり荘 ミンシュクチドリソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5188 出雲市 出雲市大社町日御碕622 県道29号線 9.8 km 23分 http://goo.gl/maps/fayrk

48 民宿ことぶき ミンシュクコトブキ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5189 出雲市 出雲市大社町日御碕621 県道29号線 9.8 km 23分 http://goo.gl/maps/fayrk

49 民宿あさづ荘 ミンシュクアサヅソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5190 出雲市 出雲市大社町日御碕622-1 県道29号線 9.8 km 23分 http://goo.gl/maps/fayrk

50 ホテル華満 ホテルハナマン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5410 出雲市 出雲市斐川町上直江1285-1
広域農道/県道161号線 と 国道
431号線

12.3 km 23分 http://goo.gl/maps/NCIr0
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51 見晴らしの丘公園　キララコテージ
ミハラシノオカコウエン　キ
ララコテージ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5378 出雲市 島根県出雲市多伎町久村2403 国道431号線と国道9号線 16.5 km 26分 http://goo.gl/maps/10cPJ

52 夢の森うさぎ ユメノモリウサギ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5356 出雲市 出雲市大社町鷺浦1013-1 県道29号線 と 県道23号線 12.8 km 27分 http://goo.gl/maps/BH6Fs

53 出雲空港ホテル イズモクウコウホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5375 出雲市 出雲市斐川町荘原2891-3 国道9号線 18.3 km 28分 http://goo.gl/maps/JngIs

54 立久恵峡温泉　出雲の隠れ宿　八光園
タチクエキョウオンセンイズ
モノカクレヤドハッコウエン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4767 出雲市 出雲市乙立町5273-8 国道184号線 と 県道28号線 19.2 km 30分
http://goo.gl/maps/T9Eh
a

55 松園 ショウエン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4905 出雲市 出雲市斐川町学頭1683-5 国道9号線 20.2 km 31分 http://goo.gl/maps/1fuDd

56 民宿中屋 ミンシュクナカヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5106 出雲市 出雲市河下町1561-5 国道431号線 と 県道250号線 19.5 km 31分 http://goo.gl/maps/fhO50

57 湖静荘 コセイソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4906 出雲市 出雲市斐川町学頭1948 国道9号線 20.3 km 32分 http://goo.gl/maps/UCXQ3

58 はらだ荘 ハラダソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4904 出雲市 出雲市斐川町学頭3585-2 国道9号線 20.7 km 33分 http://goo.gl/maps/QTYFZ

59 見晴らしの丘公園　キララコテージ
ミハラシノオカコウエン　キ
ララコテージ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5378 出雲市 島根県出雲市多伎町久村2403 国道431号線 14.2 km 33分 http://goo.gl/maps/8Ks6W

60 湯元湯の川 ユモトユノカワ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4902 出雲市 出雲市斐川町学頭1329-1 国道9号線 21.0 km 34分 http://goo.gl/maps/SjCO3

61 湯宿草菴 ユヤドソウアン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4903 出雲市 出雲市斐川町学頭１４９１ 国道9号線 20.7 km 34分 http://goo.gl/maps/wMMi3

62 三島旅館 ミシマリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4874 松江市 松江市宍道町宍道1427 国道9号線 23.7 km 35分 http://goo.gl/maps/Sqx4L

63 金子旅館 カネコリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4808 大田市 大田市波根町1345 国道9号線 29.0 km 40分
http://goo.gl/maps/oKBv
1

64 武田旅館 タケダリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4805 大田市 大田市波根町 国道9号線 29.3 km 41分
http://goo.gl/maps/JTW2
e

65 水明館 スイメイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4807 大田市 大田市波根町 国道9号線 29.1 km 41分
http://goo.gl/maps/D7zL
Q

66 峯寺遊山荘 ミネジユウザンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5425 雲南市 雲南市三刀屋町給下1586-1 県道26号線 26.4 km 41分 http://goo.gl/maps/h7Ehc

67 ふるさと森林公園 フルサトシンリンコウエンhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5342 松江市 松江市宍道町佐々布3353-2 国道9号線 24.3 km 41分 http://goo.gl/maps/6baII

68 朝日旅館 アサヒリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4809 大田市 大田市久手町波根西396-4 国道9号線 29.5 km 42分
http://goo.gl/maps/oz3m
1

69 出雲須佐温泉ゆかり館
イズモスサオンセンユカリ
カン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3326 出雲市 出雲市佐田町原田737 県道39号線 24.5 km 42分 http://goo.gl/maps/wQfOL

70 ホテル上代 ホテルジョウダイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5387 雲南市 雲南市三刀屋町三刀屋２０番地 県道26号線 27.7 km 43分 http://goo.gl/maps/gcHj0

71 きまち温泉旅館 キマチオンセンリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4875 松江市 松江市宍道町上来待 国道9号線 29.1 km 44分 http://goo.gl/maps/IoaqR

72 島根県立男女共同参画センター　あすてらす
シマネケンリツダンジョキョ
ウドウサンカクセンター　ア
ステラス

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3389 大田市 大田市大田町イ236-4 国道9号線 34.1 km 45分
http://goo.gl/maps/3Nyw
d

73 松江館 マツエカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4894 雲南市 雲南市木次町木次53 県道26号線 28.9 km 46分 http://goo.gl/maps/Upz9E

74 畑旅館 ハタリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4895 雲南市 雲南市木次町木次402 県道26号線 28.9 km 46分 http://goo.gl/maps/l6cP3

75 スカイホテル大田 スカイホテルオオダ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5381 大田市 大田市大田イ318 国道9号線 34.1 km 46分 http://goo.gl/maps/YqJ6I
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76 NEWスカイホテル ニュースカイホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5398 大田市 大田市大田町大田イ381 国道9号線 34.4 km 46分
http://goo.gl/maps/OP7K
Q

77 玉造国際ホテル タマツクリコクサイホテルhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4851 松江市 松江市玉湯町湯町148-2 国道9号線 34.4 km 46分 http://goo.gl/maps/hOAHj

78 ながら旅館 ナガラリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5033 雲南市 雲南市三刀屋町三刀屋307 県道26号線 29.1 km 46分 http://goo.gl/maps/YV2Jj

79 梅木旅館 ウメキリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4896 雲南市 雲南市木次町木次341 県道26号線 29.2 km 47分 http://goo.gl/maps/MSCU1

80 大田市農林福祉会館
オオダシノウリンフクシカイ
カン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4797 大田市 大田市大田町大田ロ1329-8 国道9号線 35.3 km 47分 http://goo.gl/maps/k9fcS

81 プラザホテル三瓶 プラザホテルサンベ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4798 大田市 大田市大田町大田昭和イ76-6 国道9号線 34.8 km 47分 http://goo.gl/maps/XXvje

82 天野館 アマノカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4891 雲南市 雲南市木次町木次51 県道26号線 29.7 km 47分 http://goo.gl/maps/E8hX7

83 まがたま旅館 マガタマリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4870 松江市 松江市玉湯町湯町1716 国道9号線 33.8 km 48分 http://goo.gl/maps/27sc0

84 一畑山コテージ イチバタヤマコテージ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5427 出雲市
島根県出雲市小境町 803　一畑
寺内

国道431号線 26.6 km 48分 http://goo.gl/maps/sSKmX

85 ペンションとび田 ペンショントビタ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5292 松江市 松江市浜佐田町924-4 国道431号線 35.1 km 49分 http://goo.gl/maps/yVriv

86 ホテル宍道湖 ホテルシンジコ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5330 松江市 松江市西嫁島町2-10-16 山陰自動車道 47.3 km 49分 http://goo.gl/maps/0kVcv

87 夕景湖畔すいてんかく
ユウケイコハンスイテンカ
ク

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4723 松江市 松江市千鳥町39 国道431号線 36.8 km 50分 http://goo.gl/maps/P6g3H

88 てんてん手毬 テンテンテマリ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4728 松江市 松江市千鳥町73 国道431号線 36.5 km 50分 http://goo.gl/maps/qcYK4

89 ビジネスホテル旅館やくも
ビジネスホテルリョカンヤク
モ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4745 松江市 松江市上乃木3-10-14 山陰自動車道 46.9 km 50分 http://goo.gl/maps/pCThl

90 玉井別館 タマイベッカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4853 松江市 松江市玉湯町玉造1247 国道9号線 35.1 km 50分 http://goo.gl/maps/9bvap

91 出雲神々 縁結びの宿　紺家
イズモカミガミ エンムスビノ
ヤド　コンヤ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4854 松江市 松江市玉湯町玉造1246 国道9号線 35.2 km 50分 http://goo.gl/maps/yVrkL

92 白石家 シライシヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4855 松江市 松江市玉湯町玉造44-2 国道9号線 35.2 km 50分 http://goo.gl/maps/LUmsE

93 星野リゾート界出雲 カセンテイユウラク http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4856 松江市 松江市玉湯町玉造1237 国道9号線 35.3 km 50分 http://goo.gl/maps/7eOTE

94 山水 サンスイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4866 松江市 松江市玉湯町玉造45-2 国道9号線 35.3 km 50分 http://goo.gl/maps/0nWDq

95 ホテル白鳥 ホテルハクチョウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5331 松江市 松江市千鳥町20 国道431号線 37.2 km 51分 http://goo.gl/maps/X9lbn

96 なにわ一水 ナニワイッスイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4724 松江市 松江市千鳥町63 国道431号線 36.8 km 51分 http://goo.gl/maps/f5dlP

97 松平閣 ショウヘイカク http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4729 松江市 松江市千鳥町38 国道431号線 37.1 km 51分 http://goo.gl/maps/kukzf

98 ホテル玉泉 ホテルギョクセン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4852 松江市 松江市玉湯町玉造53-2 国道9号線 35.2 km 51分 http://goo.gl/maps/IkwFG

99 佳翠苑皆美 カスイエンミナミ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4857 松江市 松江市玉湯町玉造温泉 国道9号線 35.4 km 51分 http://goo.gl/maps/7aVwe

100 湯陣千代の湯 ユジンチヨノユ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4858 松江市 松江市玉湯町玉造1215－2 国道9号線 35.5 km 51分 http://goo.gl/maps/g9vI9
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101 松乃湯 マツノユ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4859 松江市 松江市玉湯町玉造1215 国道9号線 35.5 km 51分 http://goo.gl/maps/iCxS8

102 玉井館 タマイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4861 松江市 松江市玉湯町玉造 国道9号線 35.6 km 51分 http://goo.gl/maps/dS3ZT

103 玉造グランドホテル長生閣
タマツクリグランドホテル
チョウセイカク

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4863 松江市 松江市玉湯町玉造331 国道9号線 36.0 km 51分 http://goo.gl/maps/CgMpv

104 ホテル一畑 ホテルイチバタ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5035 松江市 松江市千鳥町30 国道431号線 37.1 km 51分 http://goo.gl/maps/thhaE

105 ビジネスホテルレークイン ビジネスホテルレークインhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5047 松江市 松江市雑賀町153 山陰自動車道 48.3 km 51分 http://goo.gl/maps/tzlQ2

106 ホテルアルファーワン第２松江
ホテルアルフアーワンダイ
２マツエ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5050 松江市 松江市朝日町461-1 山陰自動車道 48.6 km 52分 http://goo.gl/maps/eA5LB

107 グリーンリッチホテル 松江駅前
グリーンリッチホテル マツ
エエキマエ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5444 松江市 松江市朝日町493-1 山陰自動車道 48.7 km 52分 http://goo.gl/maps/AvTvt

108 岡本旅館 オカモトリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4734 松江市 松江市中原町153 国道431号線 37.6 km 52分 http://goo.gl/maps/bHlTa

109 湯之助の宿　長楽園 チョウラクエン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4860 松江市 松江市玉湯町玉造323 国道9号線 35.6 km 52分 http://goo.gl/maps/XOePO

110 玉造温泉 保性館 ホセイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4862 松江市 松江市玉湯町玉造1191-1 国道9号線 35.7 km 52分 http://goo.gl/maps/bLd2e

111 旅亭山の井 リョテイヤマノイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4864 松江市 松江市玉湯町玉造 国道9号線 36.1 km 52分 http://goo.gl/maps/xmMOJ

112 松江ニューアーバンホテル(本館・別館)
マツエニューアーバンホテ
ルホンカン・ベッカン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5039 松江市 松江市西茶町40-1 国道431号線 37.6 km 52分 http://goo.gl/maps/VtAqg

113 松江シティホテル本館・別館
マツエシティホテルホンカ
ン・ベッカン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5046 松江市 松江市末次本町31 国道431号線 38.2 km 53分 http://goo.gl/maps/BjyJ6

114 松江ユニバーサルホテル(本館) マツエユニバーサルホテルhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5051 松江市 松江市朝日町471 山陰自動車道 48.7 km 53分 http://goo.gl/maps/Obwwc

115 松江駅前ユニバーサルホテル
マツエエキマエユニバーサ
ルホテル

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5429 松江市 松江市朝日町460-8 山陰自動車道 48.6 km 53分 http://goo.gl/maps/LvkeE

116 松江ユニバーサルホテル別館
マツエユニバーサルホテル
ベッカン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5430 松江市 松江市朝日町467 山陰自動車道 48.7 km 53分 http://goo.gl/maps/kFJJs

117 サウナ25 StationSAUNA
サウナニジュウゴステー
ションサウナ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5436 松江市 松江市朝日町字伊勢宮470-1 山陰自動車道 48.7 km 53分 http://goo.gl/maps/If84F

118 旅館寺津屋 リョカンテラヅヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4740 松江市 松江市天神町60 国道9号線 40.1 km 53分 http://goo.gl/maps/wWtTs

119 清風荘 セイフウソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4868 松江市 松江市玉湯町玉造1183-1 国道9号線 36.3 km 53分 http://goo.gl/maps/boZGB

120 松江プラザホテル マツエプラザホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5041 松江市 松江市朝日町469-1 山陰自動車道 48.7 km 53分 http://goo.gl/maps/exxpb

121 ヤングイン松江 ヤングインマツエ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5048 松江市 松江市魚町5 山陰自動車道 48.4 km 54分 http://goo.gl/maps/gCBm1

122 ホテルアルファーワン松江
ホテルアルフアーワンマツ
エ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5049 松江市 松江市御手船場町567 山陰自動車道 48.9 km 54分 http://goo.gl/maps/ZaDhJ

123 ビジネスホテルルート９
ビジネスホテルルートナイ
ン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5082 松江市 松江市東出雲町出雲郷470-1 山陰自動車道 52.9 km 54分 http://goo.gl/maps/IkVu4

124 サンラポーむらくも サンラポームラクモ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5332 松江市 松江市殿町369 国道431号線 38.4 km 54分 http://goo.gl/maps/Ubw2r

125 大橋館 オオハシカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4726 松江市 松江市末次本町40 国道431号線 38.3 km 54分 http://goo.gl/maps/FkwJW
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126 皆美館 ミナミカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4727 松江市 松江市末次本町14 国道431号線 38.1 km 54分 http://goo.gl/maps/p4YZe

127 旅館おおさこ リョカンオオサコ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4732 松江市 松江市朝日町494-3 国道9号線 40.7 km 54分 http://goo.gl/maps/BuItl

128 松江東急イン マツエトウキュウイン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5036 松江市 松江市朝日町590 山陰自動車道 48.8 km 54分 http://goo.gl/maps/ZbA1C

129 ホテルルートイン松江 ホテルルートインマツエ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5037 松江市 松江市東本町2-22 国道431号線 38.4 km 54分 http://goo.gl/maps/Yptgu

130 松江アーバンホテル１号館・２号館
マツエアーバンホテルイチ
ゴウカン・ニゴウカン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5038 松江市 松江市朝日町590-3 山陰自動車道 48.9 km 54分 http://goo.gl/maps/eWT7h

131 アークホテル アークホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5044 松江市 松江市東本町1-73 国道431号線 38.3 km 54分 http://goo.gl/maps/UBwRB

132 野津旅館 ノツリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4730 松江市 松江市伊勢宮町555 国道431号線 38.9 km 55分 http://goo.gl/maps/pfOY1

133 旅館　松江館 マツエカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4733 松江市 松江市朝日町494-5 国道9号線 40.8 km 55分 http://goo.gl/maps/WfKlJ

134 臨水亭 リンスイテイ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4742 松江市 松江市末次本町13 国道431号線 38.2 km 55分 http://goo.gl/maps/xyP29

135 泉弘坊温泉 センコウボウオンセン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4804 大田市 大田市川合町川合4247-1 国道9号線 40.7 km 56分
http://goo.gl/maps/WqzF
O

136 東横イン松江駅前 トウヨコインマツエエキマエhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4671 松江市 松江市朝日町498-10 国道431号線 39.2 km 56分 http://goo.gl/maps/p0gZb

137 大巾屋 オオハバヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4735 松江市 松江市和多見町172 国道431号線 39.0 km 56分 http://goo.gl/maps/Hmgka

138 村上旅館 ムラカミリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4889 雲南市 雲南市大東町大東1850 県道26号線 35.2 km 57分 http://goo.gl/maps/S8lGD

139 オーベルジュ雲南 オーベルジュウンナン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5456 雲南市 雲南市木次町湯村1318-1 国道314号線 と 県道26号線 38.9 km 58分 http://goo.gl/maps/xfcyB

140 小鐵屋旅館 コテツヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4937 大田市 大田市仁摩町仁万朝日443-1 国道9号線 46.7 km 59分
http://goo.gl/maps/2Uf0
H

141 レインボープラザ レインボープラザ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5403 松江市 松江市学園1-8-8 国道431号線 40.1 km 59分 http://goo.gl/maps/uvz72

142 田村旅館 タムラリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4898 雲南市 雲南市吉田町吉田 山陰自動車道 56.5 km 59分 http://goo.gl/maps/VAznJ

143 清嵐荘 セイランソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5312 雲南市 雲南市吉田町川手161-4 国道314号線 と 県道26号線 38.8 km 59分 http://goo.gl/maps/f8yiQ

144 湯迫温泉旅館 ユサゴオンセンリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4938 大田市 大田市仁摩町天河内町 国道9号線 47.2 km 1時間00分 http://goo.gl/maps/zcb60

145 湯迫温泉 ユザコオンセン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/377 大田市 大田市仁摩町天河内町 国道431号線/国道9号線 47.1 km 1時間00分
http://goo.gl/maps/O7xz
S

146 山水館 サンスイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4887 雲南市 雲南市大東町中湯石462 県道24号線 と 県道26号線 38.7 km 1時間00分 http://goo.gl/maps/E9hbM

147 海潮荘 ウシオソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4888 雲南市 雲南市大東町中湯石451 県道24号線 と 県道26号線 38.5 km 1時間00分 http://goo.gl/maps/E9hbM

148 民宿にしむら　松江店
ミンシュクニシムラ　マツエ
テン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5405 松江市 松江市比津町26 国道431号線 39.8 km 1時間00分 http://goo.gl/maps/N7HUd

149 雲南市健康の森 ウンナンシケンコウノモリhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2504 雲南市 雲南市木次町西日登 県道26号線 31.5 km 1時間00分 http://goo.gl/maps/TSxyY

150 いこい荘 イコイソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5107 松江市 松江市鹿島町名分63 国道431号線 40.1 km 1時間02分 http://goo.gl/maps/t6Q0Y
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151 木屋 キヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5200 大田市 大田市仁摩町馬路町 国道9号線 50.3 km 1時間03分
http://goo.gl/maps/EQA2
s

152 ひろた屋旅館 ヒロタヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4810 大田市 大田市大森町ハ89-1 国道9号線 46.8 km 1時間05分
http://goo.gl/maps/VnFy
K

153 にしむら民宿 ニシムラ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5109 松江市 松江市鹿島町武代249-5 国道431号線 41.8 km 1時間05分 http://goo.gl/maps/YWO5v

154 ゆうあい熊野館 ユウアイクマノカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5320 松江市 松江市八雲町熊野773-1 山陰自動車道 58.7 km 1時間05分 http://goo.gl/maps/e0UCv

155 民宿さなえ ミンシュクサナエ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5369 松江市 松江市鹿島町南講武607-1 国道431号線 41.1 km 1時間05分 http://goo.gl/maps/1Nidk

156 奥出雲多根自然博物館
オクイズモタネシゼンハクブツ
カン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4077 奥出雲町 仁多郡奥出雲町佐白 県道26号線 41.0 km 1時間05分
http://goo.gl/maps/MjXH
9

157 さわみや旅館 サワミヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4876 松江市 松江市八束町入江345-5 山陰自動車道 61.2 km 1時間07分 http://goo.gl/maps/xN40G

158 高見屋 タカミヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4935 大田市 大田市温泉津町温泉津小浜 国道9号線 55.5 km 1時間09分 http://goo.gl/maps/CVi4d

159 城福寺ユースハウス ジョウフクジユースハウスhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5317 大田市 大田市仁摩町仁万1114 国道9号線 46.9 km 1時間09分
http://goo.gl/maps/5ASX
B

160 朝日館 アサヒカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4811 安来市 安来市姫崎町1970 山陰自動車道 65.4 km 1時間09分
http://goo.gl/maps/DHpD
T

161 日野旅館 ヒノリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4812 安来市 安来市姫崎町1966 山陰自動車道 65.4 km 1時間09分
http://goo.gl/maps/DHpD
T

162 レストハウスやまなみ レストハウスヤマナミ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2131 飯南町 飯南町花栗 出雲神話街道/国道54号線 51.1 km 1時間10分 http://goo.gl/maps/v1Ttn

163 あさぎや アサギヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5377 大田市
大田市温泉津町温泉津小浜イ
1109-17

国道9号線 56.0 km 1時間10分 http://goo.gl/maps/fHbTj

164 ホテル　ひさご家 ホテル　ヒサゴヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5442 安来市 安来市安来町2403 山陰自動車道 69.9 km 1時間10分
http://goo.gl/maps/ALMV
t

165 旅館　ますや リョカン　マスヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4923 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ32 国道9号線 56.4 km 1時間11分
http://goo.gl/maps/WzTc
T

166 のがわや ノガワヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4924 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ30 国道9号線 56.4 km 1時間11分 http://goo.gl/maps/B0ppI

167 松琴館 ショウキンカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4813 安来市 安来市清水町527 山陰自動車道 70.6 km 1時間11分
http://goo.gl/maps/FSBP
M

168 紅葉館 コウヨウカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4814 安来市 安来市清水町528-1 山陰自動車道 70.6 km 1時間11分
http://goo.gl/maps/FSBP
M

169 輝雲荘 キウンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4925 大田市 大田市温泉津町温泉津口202-1 国道9号線 56.6 km 1時間12分
http://goo.gl/maps/tYVC
Q

170 吉田屋 ヨシダヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4926 大田市 大田市温泉津町温泉津イ707 国道9号線 56.6 km 1時間12分
http://goo.gl/maps/MGol
3

171 旅館後楽 リョカンコウラク http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4927 大田市 大田市温泉津町温泉津205-1 国道9号線 56.6 km 1時間12分
http://goo.gl/maps/5cR2
Y

172 なかのや ナカノヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4928 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ12-2 国道9号線 56.6 km 1時間12分 http://goo.gl/maps/SI36o

173 広島屋 ヒロシマヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4929 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ205-10 国道9号線 56.7 km 1時間12分 http://goo.gl/maps/tj3Q3

174 山県屋 ヤマガタヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4930 大田市 大田市温泉津町温泉津　ロ205-6 国道9号線 56.7 km 1時間12分
http://goo.gl/maps/vnMa
h

175 長命館 チョウメイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4931 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ208-1 国道9号線 56.7 km 1時間12分 http://goo.gl/maps/GS6gi
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176 まるき旅館 マルキリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4933 大田市 大田市温泉津町温泉津ロ1 国道9号線 56.7 km 1時間12分
http://goo.gl/maps/C4rg
B

177 星上山スターパーク ホシカミヤマスターパークhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5341 松江市 松江市八雲町東岩坂3050-3 山陰自動車道 60.7 km 1時間12分 http://goo.gl/maps/nlXVk

178 もりもと旅館 モリモトリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4934 大田市 大田市温泉津町温泉津上ロ1-1 国道9号線 56.8 km 1時間13分 http://goo.gl/maps/lYYvd

179 南天 ナンテン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4711 飯南町 飯石郡飯南町頓原2222 出雲神話街道/国道54号線 52.7 km 1時間14分
http://goo.gl/maps/8DV7
L

180 奥出雲町サイクリングターミナル
オクイズモチョウサイクリン
グターミナル

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2128 奥出雲町 仁多郡奥出雲町三成558-6 国道314号線 と 県道26号線 51.2 km 1時間14分
http://goo.gl/maps/NNg8
D

181 頓原天然炭酸温泉
トンバラテンネンタンサンオ
ンセン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/370 飯南町 飯石郡飯南町頓原1070 出雲神話街道/国道54号線 53.4 km 1時間15分
http://goo.gl/maps/MX0U
b

182 湯元旅館 ユモトリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4799 大田市 大田市三瓶町志学ロ931-5 国道184号線 44.4 km 1時間15分 http://goo.gl/maps/OVlz4

183 ペンションモンテ・ローザ ペンションモンテ・ローザhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5295 大田市 大田市三瓶町池田208-2 国道9号線と県道30号 48.1 km 1時間15分
http://goo.gl/maps/0KxN
m

184 国民宿舎さんべ荘
コクミンシュクシャサンベソ
ウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5311 大田市 大田市三瓶町志学2072-1 国道184号線 44.8 km 1時間16分
http://goo.gl/maps/XVuJ
F

185 四季の宿　さひめ野 シキノヤド　サヒメノ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5319 大田市 大田市三瓶町志学2078-2 国道184号線 45.3 km 1時間16分
http://goo.gl/maps/4KeB
M

186 竹葉 チクヨウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4815 安来市 安来市古川町438 山陰自動車道 67.6 km 1時間16分
http://goo.gl/maps/hpwk
C

187 安来苑 ヤスギエン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4816 安来市 安来市古川町478 山陰自動車道 67.6 km 1時間16分 http://goo.gl/maps/juoTk

188 小屋原温泉熊谷旅館
コヤハラオンセンクマガイ
リョカン

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4801 大田市 大田市三瓶町小屋原1014 国道9号線 49.0 km 1時間17分
http://goo.gl/maps/um0U
k

189 さぎの湯荘 サギノユソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4817 安来市 安来市古川町478-1 山陰自動車道 67.7 km 1時間17分
http://goo.gl/maps/du36
D

190 琴引ビレッジ山荘 コトビキビレッジサンソウhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2507 飯南町 飯南町佐見1199-3 出雲神話街道/国道54号線 56.0 km 1時間18分
http://goo.gl/maps/Kayx
T

191 民宿井崎屋 ミンシュクイザキ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5146 松江市 松江市美保関町北浦368 山陰自動車道 68.8 km 1時間18分 http://goo.gl/maps/jOaWD

192 琴引ビレッジ山荘 コトビキビレッジサンソウhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5441 飯南町 飯石郡飯南町佐見1199-3 出雲神話街道/国道54号線 56.1 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/jo2tW

193 宿坊清水大師 シュクボウシミズダイシ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5197 大田市 大田市温泉津町温泉津小浜 国道9号線 55.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/z6KlP

194 民宿井上 ミンシュクイノウエ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5134 松江市 松江市美保関町北浦184 山陰自動車道 68.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/aHieO

195 浜美屋旅館 ハマミヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5136 松江市 松江市美保関町北浦 山陰自動車道 68.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/ASRsc

196 橋根旅館 ハシネ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5138 松江市 松江市美保関町北浦 山陰自動車道 68.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/Pe6kD

197 前田屋旅館 マエダヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5140 松江市 松江市美保関町北浦 山陰自動車道 68.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/OJJY3

198 民宿大西分家 オオニシブンケ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5144 松江市 松江市美保関町北浦 山陰自動車道 68.9 km 1時間19分 http://goo.gl/maps/Z054X

199 民宿恵比須屋 エビスヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5141 松江市 松江市美保関町北浦 山陰自動車道 69.0 km 1時間20分 http://goo.gl/maps/Zf8rQ

200 民宿横浜 ミンシュクヨコハマ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5142 松江市 松江市美保関町北浦311 山陰自動車道 69.1 km 1時間20分 http://goo.gl/maps/46iGT
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201 民宿　中村屋 ミンシュクナカムラヤ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5143 松江市 松江市美保関町北浦315 山陰自動車道 69.1 km 1時間20分 http://goo.gl/maps/tVEsC

202 マリンハウス加賀 マリンハウスカカ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5303 松江市 松江市島根町加賀270-1 国道431号線 51.8 km 1時間20分 http://goo.gl/maps/TZVR0

203 夢ランドしらさぎ ユメランドシラサギ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5362 安来市 安来市古川町835 山陰自動車道 68.5 km 1時間20分 http://goo.gl/maps/asRjX

204 朝日館 アサヒカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4848 松江市 松江市美保関町美保関554 山陰自動車道 68.5 km 1時間21分 http://goo.gl/maps/7xjKe

205 岩見屋旅館 イワミヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4901 飯南町 飯南町来島 出雲神話街道/国道54号線 59.6 km 1時間22分
http://goo.gl/maps/8C7H
H

206 まつや旅館 マツヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5126 松江市 松江市美保関町森山178 山陰自動車道 と 国道431号線 73.6 km 1時間22分 http://goo.gl/maps/XNVhN

207 憩いの郷　衣掛 イコイノサト　キヌカケ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5406 飯南町 飯石郡飯南町上赤名1663 出雲神話街道/国道54号線 65.3 km 1時間26分
http://goo.gl/maps/AVVG
4

208 旅館飯田 リョカンイイダ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4880 奥出雲町 仁多郡奥出雲町横田952 国道314号線 と 県道26号線 60.1 km 1時間26分 http://goo.gl/maps/fQrP1

209 国立三瓶青少年交流の家
コクリツサンベセイショウネ
ンコウリュウノイエ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2121 大田市 大田市山口町 国道9号線 52.0 km 1時間26分
http://goo.gl/maps/fWJJ
P

210 三瓶山北の原キャンプ場
サンべサンキタノハラキャ
ンプジョウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2492 大田市 大田市三瓶町1121-1 国道9号線 52.0 km 1時間26分 http://goo.gl/maps/njcft

211 ふくろや旅館 フクロヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4881 奥出雲町 仁多郡奥出雲町横田1024-2 国道314号線 と 県道26号線 60.2 km 1時間26分
http://goo.gl/maps/J6o1
m

212 浪花旅館 ナニワリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4883 奥出雲町 仁多郡奥出雲町横田1024-3 国道314号線 と 県道26号線 60.2 km 1時間27分
http://goo.gl/maps/Vx1G
P

213 福屋旅館 フクヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4884 奥出雲町 仁多郡奥出雲町横田945-1 国道314号線 と 県道26号線 60.2 km 1時間27分 http://goo.gl/maps/h6lXs

214 民宿かねむら カネムラ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5116 松江市 松江市島根町野井 山陰自動車道 73.6 km 1時間29分 http://goo.gl/maps/94O3j

215 なべや別館 ナベヤベッカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4845 松江市 松江市美保関町福浦303 山陰自動車道 と 国道431号線 76.3 km 1時間29分 http://goo.gl/maps/45j6I

216 田中屋旅館 タナカヤリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4885 奥出雲町 仁多郡奥出雲町下横田449 国道314号線 と 県道26号線 62.3 km 1時間29分 http://goo.gl/maps/lp5Ku

217 富田山荘 トダサンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5321 安来市 安来市広瀬町富田2656 山陰自動車道 72.0 km 1時間30分 http://goo.gl/maps/s8X7f

218 亀嵩温泉玉峰山荘
カメダケオンセンタマミネサ
ンソウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3366 奥出雲町 仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1 国道314号線 と 県道26号線 59.9 km 1時間30分 http://goo.gl/maps/jW9fo

219 海の宿　ふくしま ウミノヤド　フクシマ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5114 松江市 松江市島根町野井 山陰自動車道 74.9 km 1時間32分 http://goo.gl/maps/XT3nO

220 なかよし ナカヨシ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5112 松江市 松江市島根町野波小波2281 国道431号線 57.4 km 1時間33分 http://goo.gl/maps/VavF9

221 海の宿北川 ウミノヤドキタガワ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5113 松江市 松江市島根町瀬崎 国道431号線 58.1 km 1時間34分 http://goo.gl/maps/7lafs

222 民宿やまね ミンシュクヤマネ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5115 松江市 松江市島根町野井13-3 国道431号線 58.7 km 1時間35分 http://goo.gl/maps/6ZQG7

223 玉峰山森林公園林間キャンプ場
タマミネサンシンリンコウエ
ンリンカンキャンプジョウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2500 奥出雲町 仁多郡奥出雲町亀嵩 国道314号線 と 県道26号線 60.5 km 1時間35分 http://goo.gl/maps/9fckp

224 美保関ユース ミホノセキユース http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5118 松江市 松江市美保関町美保関 山陰自動車道 と 国道431号線 82.9 km 1時間36分 http://goo.gl/maps/DSNid

225 旅館美保館本館 ミホカンホンカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4846 松江市 松江市美保関町美保関570 山陰自動車道 と 国道431号線 81.9 km 1時間36分 http://goo.gl/maps/ZIExT
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226 えびす大観 エビスタイカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4842 松江市 松江市美保関町美保関659 山陰自動車道 と 国道431号線 81.2 km 1時間36分 http://goo.gl/maps/mTJHv

227 東光ホテル トウコウホテル http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4843 松江市 松江市美保関町美保関652 山陰自動車道 と 国道431号線 81.3 km 1時間36分 http://goo.gl/maps/sa27k

228 旅館美保館 ミホカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/4846 松江市 松江市美保関町美保関558 山陰自動車道 と 国道431号線 81.9 km 1時間36分 http://goo.gl/maps/c5bfy

229 小浜荘 コハマソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5128 松江市 松江市美保関町七類882 山陰自動車道 と 国道431号線 77.1 km 1時間37分 http://goo.gl/maps/1ZEPZ

230 福間館 フクマカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5433 松江市 松江市美保関町美保関586 山陰自動車道 と 国道431号線 82.1 km 1時間39分 http://goo.gl/maps/aMb4Y

231 山佐ダム体験交流施設「やまびこ」
ヤマサダムタイケンコウリュウ
センター「ヤマビコ」

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2499 安来市 安来市広瀬町上山佐1397-10 県道26号線と県道45号 57.5 km 1時間39分
http://goo.gl/maps/OAxt
Y

232 湯田山荘 ユダサンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5322 安来市 安来市広瀬町東比田1373 国道314号線 67.8 km 1時間40分
http://goo.gl/maps/qctA
W

233 マリンパーク多古鼻 マリンパークタコバナ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3778 松江市 松江市島根町多古1050 国道431号線 59.8 km 1時間44分
http://goo.gl/maps/SlQ9
M

234 黒川旅館 クロカワリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5150 奥出雲町 仁多郡奥出雲町八川三井野3145 国道314号線 74.1 km 1時間44分 http://goo.gl/maps/sZc8z

235 田尾旅館 タオリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5157 奥出雲町 仁多郡奥出雲町八川三井野3118 国道314号線 74.3 km 1時間44分
http://goo.gl/maps/IZLW
G

236 白雲山荘 ハクウンサンソウ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5170 奥出雲町 仁多郡奥出雲町八川2962-2 国道314号線 74.8 km 1時間45分 http://goo.gl/maps/FLIkB

237 勝田旅館 カツタリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5168 奥出雲町 仁多郡奥出雲町八川三井野3088-2 国道314号線 75.0 km 1時間47分
http://goo.gl/maps/BH8N
G

238 わくり旅館 ワクリリョカン http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5169 奥出雲町 仁多郡奥出雲町八川3083 国道314号線 75.1 km 1時間47分
http://goo.gl/maps/HQpR
w

239 上の台緑の村 ウエノダイミドリノムラ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5343 安来市 安来市伯太町赤屋 山陰自動車道 86.8 km 1時間48分
http://goo.gl/maps/LTaK
s

240
飯南町ふるさとの森（オートキャンプ場・森林セラピー基地・森のホ
テルもりのす）

イイナンチョウフルサトノモ
リ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/3569 飯南町 飯南町小田 出雲神話街道/国道54号線 70.0 km 1時間49分 http://goo.gl/maps/sdxHy

241 民宿大谷 ミンシュクオオタニ http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5121 松江市 松江市美保関町美保関28 山陰自動車道 と 国道431号線 83.3 km 1時間49分 http://goo.gl/maps/DmBUE

242 ヴィラ船通山斐乃上荘
ヴイラセンツウザンヒノカミ
ソウ

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2677 奥出雲町 仁多郡奥出雲町竹崎1843-2 国道314号線 70.4 km 1時間53分
http://goo.gl/maps/1OQu
9

243 吾妻山キャンプ場 アヅマヤマキャンプジョウhttp://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/2501 奥出雲町 仁多郡奥出雲町大馬木 国道314号線 68.3 km 1時間54分
http://goo.gl/maps/gQdr
T

244 かたくりの里 民宿たなべ（斐乃上温泉）
カタクリノサトミンシュクタナベ
（ヒノカミオンセン）

http://www.kankou-shimane.com/ja/spot/detail/5420 奥出雲町 仁多郡奥出雲町竹崎1844 国道314号線 70.9 km 1時間55分 http://goo.gl/maps/3r8g3
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 ぎ・ん・ぶ・らスタンプラリー2013

世界遺産「沖泊ー鞆ヶ浦」漁船クルーズ
「しまねっこ」と「らとちゃん」がやって
く…

海のまちサマーフェスティバルin小波海
水…

海のまちサマーフェスティバルinマリン
ゲ…

第４１回温泉津温泉夏祭り
日御碕シーカヤック体験会2013

  

荒神谷博物館展示替えに伴う展示室休室の
お… (06/20)

ゴマフアザラシの赤ちゃん、アシカ・アザ
ラ… (06/03)

ご夫婦でご旅行の方必見！安来ちょっこし
ク… (05/24)

奥出雲 女子旅フリーペーパー「Okuta…
(05/23)

しまね市町村(まち)ナビがオープン！！
(05/01)

出雲大社 神門通りに和田珍味神門通り店
「… (04/03)

玉造温泉「アートボックス」オープン
(04/02)

60年ぶりの大遷宮でにぎわう大社町の魅力
をご紹介。

花火に屋台、浴衣、心ときめく夏祭りシー
ズン到来！

いよいよ夏。海に山に島根のアウトドアを
満喫しよう！
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新着情報

6月29日（土）『谷村新司 NATURE LIVE in 出雲大社』臨時バス運行について
2013年6月17日

（出雲大社『平成の大遷宮』奉祝行事ガイド）
6月29日（土）に開催される『谷村新司 NATURE LIVE in 出雲大社』の開催に合わせて、「出雲大社⇒出雲市駅」行き
の、臨時バスが運行されますのでお知らせします。
当日は、出雲大社周辺駐車場が混み合いますので、公共交通機関のご利用をおすすめします。

◆運行日 平成25年6月29日（土）
◆運行区間 出雲大社 ⇒ 正門前 ⇒ 〈 直 行 〉 ⇒ 出雲市駅
◆運行時刻 出雲大社発 ２１：１０ ⇒ 正門前 ２１：１２ ⇒ 出雲市駅 ２１：３５
（運賃：大人５１０円） （運賃：大人４９０円）

【問合せ先】 一畑バス株式会社 出雲支店 ０８５３－２１－２４６６
○バス停位置図・バス時刻表はこちらから ⇒ 一畑バス 臨時バス運行ホームページ

出雲大社 八足門内「特別拝礼」が行われます
2013年6月5日

出雲大社では、5月10日に斎行された本殿遷座祭を記念して、平素はお参りすることができない、八足門の内側に入ってご
参拝いただく、「特別拝礼」が行われることになりました。

期 間 平成25年6月6日（木）から6月30日（日）までの25日間

拝礼時間 午前9時～午後4時30分まで

料 金 無料

詳細は、こちらをご覧ください

出雲大社 八足門内「特別拝礼」のご案内
（出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会事務局）

出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会がツイッターをはじめました。
2013年5月20日

http://taisha.shinwahaku.jp/info/85/
http://izumooyashiro-daisengu.jp/news/1148/
http://taisha.shinwahaku.jp/info/81/
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http://taisha.shinwahaku.jp/info/77/


新着情報-出雲大社周辺情報まとめサイト

http://taisha.shinwahaku.jp/info/[2013/07/11 20:36:42]

出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会により、ツイッターによる奉祝行事等の情報発信がスタートしました。
最新の情報入手にご活用ください。

【ツイッターアカウント】
出雲大社奉祝事業実行委員会@houshuku0510 
https://twitter.com/houshuku0510

出雲大社で平成25年5月10日（金）に行われる「本殿遷座祭」を記念して、5月12日（日）から6月9日（日）までの間、
出雲大社東神苑に「東神苑 特設ステージ」を設置し、出雲神楽・石見神楽など島根県の伝統芸能を上演するほか、岩手
県・宮城県・福島県の東日本大震災被災地の伝統芸能、能・狂言、舞楽、雅楽などの日本古来の芸能、演劇や朗読、コン
サートなど、様々なジャンルの奉祝行事を予定しています。
また、出雲大社荒垣内（銅の鳥居内側の境内）や松の参道などでも、伝統行事や流鏑馬などの奉納を行います。

ウェブサイト：出雲大社「平成の大遷宮」奉祝行事ガイド

交通アクセス情報を更新しました
2013年5月8日

5月10日（金）午後7時から行われる、出雲大社「平成の大遷宮」 本殿遷座祭 にあわせて各交通機関が行う、臨時便の運
行や定期便の区間延長などの情報を追加掲載しました。
■交通アクセス

出雲大社から宿泊施設への距離・所要時間一覧を掲載しました
2013年5月1日

■出雲大社周辺の宿泊施設一覧表（所要時間）（PDF:160KB）

この一覧は、出雲大社勢溜（せいだまり）前から宿泊施設までの距離と、所要時間・主に通る道路を、Googleマップで算
出したものです。
ここでは、「しまね観光ナビ」の観光情報データベースに登録されている出雲大社周辺の宿泊施設を掲載しています。
なお、宿泊施設にはホテルや旅館、民宿のほか、コテージ、バンガロー、キャンプ場、公共宿泊研修施設等を含みます。

※掲載している所要時間等は、平成25年3～4月時点の検索結果によるものであり、現時点のリンク先のGoogleマップ検
索結果と異なる場合があります。
おおむね検索上位の結果を記載していますが、狭い道を通る場合などは、若干距離・所要時間の長い別ルートを記載してい
る場合があります。
駐車場から宿泊施設まで離れている場合などでは、手前までの距離・所要時間を掲載しています。
宿泊施設が集中している場合、その中心付近までの距離・所要時間を掲載しています。）
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6月29日（土）『谷村新司 NATURE LIVE in 出雲大社』臨時バス運行について

[2013.6.5]
出雲大社 八足門内「特別拝礼」が行われます
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[2013.5.20]
出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業実行委員会がツイッターをはじめました。

[2013.5.8]
交通アクセス情報を更新しました

[2013.5.1]
出雲大社から宿泊施設への距離・所要時間一覧を掲載しました

ページトップへ

神々の国しまね実行委員会（島根県商工労働部観光振興課内）〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ／ TEL 0852-22-6757 ／ FAX 0852-
22-5580

© 2013 神々の国しまね実行委員会
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利用案内

企画展示

常設展示

展示替え情報

収蔵品を見る

動画の泉

親子で楽しむ

先生と生徒のページ
（学校団体での利用
について）

提案競技に係る公告

ボランティアスタッ
フのページ

古代出雲歴博のスス
メ

古代文化センター

パスポート会員募集

メルマガ登録・解 除

携帯電話でも同じURLでご覧
いただけます

島根県の風土と暮らしを紹介し
ます

トピックス

《神々の国しまね 企画展》 
石見神楽--舞を伝える、舞と生きる--（7/12→9/8）
(2013年05月31日)

［一覧を見る］

イベント

ぎ・ん・ぶ・らスタンプラリー2013(2013年06月29日〜2013年09月29日)

《神楽講座1》石見神楽はなぜ面白い-石見神楽の特色-(2013年07月27日)

れきはく夏まつり2013(2013年07月28日)

《神楽公演》石西地区の神楽舞(2013年08月04日)

《神楽公演》石東・邑智地区の神楽舞(2013年08月11日)

［一覧を見る］

ニュース

丁銀の実物を展示しています（6/22⇒7/29）(2013年06月22日)

開館以来、入館者200万人へ。(2013年06月08日)

特別展『平成の大遷宮 出雲大社展』、入場者5万人へ(2013年05月30日)

特別展『平成の大遷宮 出雲大社展』、入場者4万人へ(2013年05月21日)
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神々の国しまね実行委員会（島根県商工労働部観光振興課内）

サイトマップ 実行委員会について ロゴマークの使用について 著作権・リンク等に関して 実行委員会からのお知らせ

福井・長野・奈良・鳥取・島根の５県は、歴史・文化をテーマに連携した取り組みを進めています。
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