
お
お
だ
し

（一社）大田市観光協会

TEL:0854-88-9950
FAX:0854-88-9960

島
根
県

島根県大田市仁摩町仁万562-3

2021.7.15 発行

令
和
３
年
度
版

HP:https://www.ginzan-wm.jp/

大
田
市



出雲縁結び空港

玉造温泉

出雲大社

玉造温泉から
石見銀山：約1時間45分、三瓶山：約1時間50分

世界遺産
石見銀山

出雲大社から
石見銀山：約55分、三瓶山：約1時間

出雲縁結び空港から
石見銀山：約1時間30分、三瓶山：約1時間30分

♨ ♨ 国立公園
三瓶山

温泉津温泉

広島駅

広島駅から
石見銀山：約2時間、三瓶山：約2時間30分

萩・石見空港

萩・石見空港から
石見銀山：約2時間、三瓶山：約2時間30分
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◆ぐっと近くになった大田市！！

出雲大社から大田市まで50分!!

平成31年3月、山陰道・出雲多伎ＩＣ-大田朝山ＩＣ間 開通！

（石見銀山まで約55分、三瓶山まで約1時間）
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■ 島根県大田市の交通アクセス

【東京方面】

・羽田空港→出雲縁結び空港

約1時間30分

【大阪方面】

・伊丹空港→出雲縁結び空港

約1時間

【福岡方面】

・鉄道 約5時間30分

【広島方面】

・高速バス 約3時間

・自家用車 約2時間20分

【出雲市方面】

・鉄道 約40分

・自家用車 約50分

※2025年開通予定の山陰道より、

出雲圏域からのアクセス時間が

短縮される見込み
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■ 島根県大田市の位置関係と特徴
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●大森(石見銀山) エリア
世界遺産の中核をなすコアゾーン。

●三瓶山エリア

国立公園三瓶山を中心とした、自然

豊かなエリア。

●温泉津エリア

石見銀山の外港として栄えた、

温泉宿が建ち並んでいるエリア。

●仁摩エリア

歩くとキュッキュッと音を奏でる琴ヶ浜や

世界最大の砂時計がある。

●大田・波根エリア

市の中心地。日本海の美しい海岸線や

新鮮な海の幸が楽しめる。

大田
市街

波根

三瓶

仁摩

大森

20分
(14㎞)

10分
(6㎞)

25分
(16㎞)

20分
(15㎞)

35分
(26㎞)

15分
(10㎞)

【市内各エリア間の所要時間】

温泉津



大田市の観光
ブランド
コンセプト

自然に宿る力とともに

～永遠の中の一瞬に

気づく旅～

大田市は、いにしえより自然の産物や営みを

畏敬し、ありのままを受け入れ、そこに宿る力を

大切に活かし続ける暮らしに触れることができる

場所です。
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■石見銀山■
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■国立公園三瓶山■
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■さんべ山葵■
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■琴ヶ浜■
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■大田の大あなご■
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■温泉津温泉と夜神楽■

夜神楽
温泉津温泉街
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■温泉津に新たにオープン！■

① Laundry• Kitchen•Dormitory
WATOWA

WATOWAのコインランドリーはどなたでもご利用いただけます。シェアリング

キッチンは「期間限定」の「ポップアップスタイル」というコンセプトのもと、
全国各地から素敵な料理人さんを招きながら運営されています。

温泉津の素晴らしい食材を使った美味しいごはんと、温泉津ならではの温泉で
ゆっくりして、お泊りしよう。 http://watowa.club/ 13



WATOWAのドミトリーは
1Fに男性専用（4ベッド）と
女性専用（4ベッド）

・ややゆったりタイプの下段
ベッドが2つ、上段ベッドが
2つの計4ベッドとなります。

・WiFi完備、間接照明、鍵付き
ミニロッカーが常設されています。

〈宿泊料金 / 一泊〉
-1F 男性専用・女性専用-
上段：3,300円
下段：3,520円
-2F 和室-
9,900円 / 2名まで追加1名につき4,400円、
4名まで可

-貸し切り-
55,000円 / 16名まで
BBQ対応可 14



WATOWAの2F和室（２部屋あり）
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温泉津（ゆのつ）温泉街の路地裏にひっそりと佇む古民家を
リノベーションした一棟貸切の宿泊施設。屋根裏ワークスペース
でお仕事をしながら、暮らすように滞在できる隠れ家古民家

http://tomoru.work/

② 燈 Tomoru
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宿泊料金［一棟貸し切り：一泊］

27,500 円

連泊される場合は割引となります。
2泊〜6泊：20%OFF
7泊〜13泊：30%OFF
14泊〜20泊：40%OFF
21泊〜：50%OFF
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温泉津温泉街の路地裏を抜けると、
歩いて１分で小さな港へ。
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「燈 Ｔｏｍｏｒｕ」から車で５分、櫛島キャンプ場（夏季限定）
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①己の五感を研ぎ澄ますべし 夜神楽［特別］古式鑑賞

②日本遺産 国立公園三瓶山でのパワーチャージ・アクティビティ

③成功のチャンスを掴む！石見銀山で作る自分だけのシルバーリング

④海から見る石見銀山

⑤世界遺産・石見銀山の町並み散策と歴史ある商家での食体験

⑥古民家「ＨＩＳＯＭ」を中心に「食で繋がるフードトレジャーハント」

⑦これぞ、三瓶三昧！

ここにしかない「文化・自然体験」×「食」



島根県／大田市①己の五感を研ぎ澄ますべし 夜神楽［特別］古式鑑賞

コンテンツ概要

◆石見神楽の古式鑑賞
石見地方に伝わる伝統芸能 石見神楽。明治時代の雰囲気そのままに鑑賞する
「古式鑑賞」は、派手な照明を使わず４本の蝋燭灯りの中で行われる。
安来の鍛冶工房・小藤氏が手作業で作り上げた燭台に灯す蝋燭灯りの中で鑑賞
する石見神楽。（他、通常、毎週土曜日に開催する1時間の定期公演がある。
※照明、音響あり）
◆神楽面絵付け体験と舞手との交流
鑑賞前に石見神楽のルーツ・メッセージを、神楽面の絵付け体験を通して伝える。

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

神楽面絵付け体験・龍御前神社での特別鑑賞では、共に、マスクの着用、入口
でのアルコール消毒を徹底する。食事の際は各テーブルに演者１人お客様３人の
計４人迄として密を避ける。マスクの着用、入口でのアルコール消毒を徹底する。

基本情報

■問い合わせ先：温泉津温泉旅館組合
■営業時間：9時～17時
■ホームページ： http://www.yunotsu-onsen.com
■電話番号：0855-65-2998
■メールアドレス：yunotsu.kankou@gmail.com

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：各実施場所での対策も実施

対応可能な旅行形態 個人～小グループ

ターゲットとする顧客層
夫婦・男女グループ
２０代～６０代で知的好奇心のある旅行者

販売価格（税込）
※一般公示価格

合計金額16,500円～
・神楽面絵付8500円
・「路庵」食事3000円+飲み物別
・特別鑑賞5000円（定期公演2000円）

価格に含まれるもの 神楽公演、面絵付体験、「路庵」での食事

集合場所
（代表住所）

小林工房（神楽面絵付体験）スタート
島根県大田市温泉津町小浜イ３０８－２

アクセス JR温泉津駅 徒歩１分

予約可能期間 特別鑑賞・定期公演も1か月前には申込必要

実施期間・実施回数 特別鑑賞として実施

所要時間・開始時間 神楽2H、地元飲食1.5H、面絵付1.5H

催行人数 ２人～２０人（最小/最大）

貸切対応 ※貸切公演（12万円）条件により可（応相談）

言語対応 □英 □中 □韓 □その他：

事業番号 32-4 キーワード プレミアム化（ガイド付等）

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新鮮な
魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリーワン

で多角化～ カテゴリ
□食 □自然
☑伝統・文化
□その他

□イベントツアー
☑アクティビティ
□その他

１番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市②日本遺産 国立公園三瓶山でのパワーチャージ・アクティビティ

コンテンツ概要

ガイドとともに、サイクリングやウォーキング・トレッキング・スノーシューなど季節に応じ
た多彩なアクティビティで、国立公園の大自然を体感できる他、三瓶小豆原埋没
林公園で縄文時代の太古の森に触れ、日本遺産にもなった活火山としての歴史
を学ぶことができる。そして、活火山の恵みともいえる、温泉や火山性土壌が育ん
だ食で五感をフルに刺激するコースを提供する。コースは、お客様の要望に応じて
カスタマイズ可能。

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

マスク着用、入口でのアルコール消毒の徹底、ガイド側がフェイスシールドを使う事
でエアロゾル感染防止を行う。また、大自然でのアクティビティ体験のバリエーション
を増やすことで健康的な身体作りを行う事もできる。

基本情報

■問い合わせ先：島根おおだ健康ビューロー
■営業時間：９時～１８時
■ホームページ：http://www.shimane-ok.jp/
■電話番号：0854-88-3250
■メールアドレス：ohdamade@shimane-ok.jp

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：

対応可能な旅行形態 小グループの団体旅行、個人旅行

ターゲットとする顧客層
カップル・夫婦・男女グループ。３０代～６０代で
アクティブかつ知的好奇心のある方。ハイキングやサ
イクリング好きな方。健康に興味ある方。

販売価格（税込）
※一般公示価格

半日（5～6時間）7,800円

価格に含まれるもの
体験料（ガイド料含む）昼食代・三瓶小豆原埋
没林公園入館料

集合場所
（代表住所）

三瓶山北の原駐車場（三瓶山姫逃池コース登
山口付近駐車場）
島根県大田市三瓶町多根（サヒメル裏）

アクセス 大田市街地から三瓶高原道路へ車３０分

予約可能期間 通年

実施期間・実施回数 通年（1･2月はスノーシューで実施）

所要時間・開始時間 9:30～15:30（6時間）

催行人数 ２人～15人（最小/最大）

貸切対応 可

言語対応 □英 □中 □韓 □その他：

事業番号 32-4 キーワード アドベンチャーツーリズム

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新鮮
な魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリーワ

ンで多角化～ カテゴリ
□食 ☑自然
□伝統・文化
□その他

□イベントツアー
☑アクティビティ
□その他

２番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市③成功のチャンスを掴む！石見銀山で作る自分だけのシルバーリング

コンテンツ概要

鉱石から産出される銀は、パワーストーンとして「成功のチャンス」の意味が秘められ
ており、往時、銀を求めて石見銀山には、多くの人が集まったといわれている。このコ
ンテンツでは、歴史を感じる“町並み散策”とともにエリア内にあるお店「鳩庵（きゅう
あん）」にて、“シルバーリング製作”を体験する。各自、願いをかけながらのシルバー
リング製作は、「950」という純度の高さを持った、輝きが白く美しいシルバーを使用。

石見銀山そのものをパワースポットと位置づけ、銀が結んだ世界との経済、文化的
なつながりを、そして今の暮らしを、ガイドと歩きながら学ぶ。
（注）サンドペーパー作業で、手先が汚れる可能性あり

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

最大４人までの個人グループ旅行へ特化し、リング製作・ガイドの町並み案内も十
分な距離をとっての対応可能。

基本情報

■問い合わせ先：大田市観光協会
■営業時間：９時～１７時(日曜、祝日休み）
■ホームページ：https://www.ginzan-wm.jp/
■電話番号：0854-88-9266/9950
■メールアドレス：ohdakankou@shimanet.jp

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：

対応可能な旅行形態 個人旅行

ターゲットとする顧客層
・カップル・女性グループ
・出雲大社へご利益を求めてこられた方

販売価格（税込）
※一般公示価格

合計6,020円＋協会手数料10％
石見銀山ガイドの会2500円・鳩庵3000円・熊谷家住宅520円
※3時間を超える場合は、ガイド追加代金が別途かかります。

価格に含まれるもの シルバーリング製作費・ガイド料・入館料

集合場所
（代表住所）

石見銀山大森観光案内所

アクセス
JR山陰本線・大田市駅からバスで２７分
バス停「大森」下車すぐ

予約可能期間 通年（不定休のため要確認）

実施期間・実施回数 １日２回実施

所要時間・開始時間 ３～４時間程度・10時～ ※個人差あり

催行人数 2人～４人（最小/最大）

貸切対応 可

言語対応 ☑英 □中 □韓 □その他：翻訳機あり

事業番号 32-4 キーワード プレミアム化(ガイド付等)

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新鮮
な魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリーワ

ンで多角化～
カテゴリ

□食 □自然
☑伝統・文化
□その他

□イベントツアー
☑アクティビティ
□その他

３番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市④海から見る石見銀山

コンテンツ概要

航海中の博多の商人が海から発見したという、石見銀山発見の伝説より、海側
から石見銀山を臨み、かつて銀鉱石の積出港として栄えた“鞆ケ浦”港の周辺~
鳴砂“琴ヶ浜“をガイドとともに歩く。銀輸出時の銀航路をイメージしながら巡るとい
う新たな切り口での石見銀山散策。
琴ヶ浜の鳴砂の仕組みと、海風の影響と地形が生み出した天然の港を案内。
“波が１ｍ未満の時のみの希少体験”として、小回りの利く小さな船で海へ出て、
海から石見銀山の歴史を案内してもらったり、奇岩めぐりを楽しむことも出来る。

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

最大４人までの個人グループ旅行へ特化し、ガイドの案内も十分な距離をとって
の対応可能。

基本情報

■問い合わせ先：鞆の銀蔵（とものかなぐら）
■営業時間：１０時～１７時
■ホームページ：
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000206827/
■電話番号：0854-88-3015
■メールアドレス：

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：

対応可能な旅行形態 個人旅行

ターゲットとする顧客層 男女グループ・カップル

販売価格（税込）
※一般公示価格

陸のガイド＠3,500円／１グループ（4人まで）
※大人・小人共通
※奇岩めぐりはオプション、別途料金、要相談。

価格に含まれるもの ガイド費用

集合場所
（代表住所）

車：鞆の銀蔵
島根県大田市仁摩町馬路１８３０−６

※JRの場合：ＪＲ馬路駅

アクセス JR山陰本線 馬路駅下車 徒歩１０分

予約可能期間 通年 （コロナ禍での変動有り）

実施期間・実施回数 １日１回 午前中開催（４月～１１月）

所要時間・開始時間 陸ガイド60分（オプション船ガイド60分）

催行人数 １人～４人（最小/最大）

貸切対応 可

言語対応 ☑英 ※ガイド同伴に限る

事業番号 32-4 キーワード プライベート化

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新
鮮な魚と地域の食体験 〜オンリーワン×

オンリーワンで多角化〜 カテゴリ

□食 □自然
☑伝統・文化
□その他

□イベントツアー
□アクティビティ
□その他

４番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市⑤世界遺産・石見銀山の町並み散策と歴史ある商家での食体験

コンテンツ概要

石見銀山最盛期の時代、220年前から受け継がれ、現在、国の重要文化財と

なっている熊谷家住宅で、商家の歴史を中心に、町並みでの生活や歴史の変遷

を学ぶ。更に、通常はイベントでしか行われない、地域の田舎料理を歴史的な建

物の中で味わうことができる。五感で往時の暮らしを追体験することで、タイムスリッ

プしたような石見銀山での滞在を楽しむ。※食事内容は変わる場合があります。

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

全行程でのマスクの着用、施設入室時のアルコール消毒の徹底。食事
の際、感染症対策中は２人×３テーブル 同一方向で着席。

基本情報

■問い合わせ先：国重要文化財熊谷家住宅
■営業時間：午前９時３０分〜午後５時

（定休：毎週火曜日、年末年始）
■ホームページ：http://kumagai.city.ohda.lg.jp
■電話番号：0854-89-9003

実施している感染症対策

☑施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

対応可能な旅行形態 小グループの受注型企画旅行

ターゲットとする顧客層
知的好奇心のある旅行者
30代〜60代夫婦・小グループ（10名以下）

販売価格（税込）
※一般公示価格

合計5,750円
内訳：町並ガイド料1時間1,000円・銀山資料館550
円・旧河島家200円・熊谷家住宅4,000円
※3時間を超えるとガイド追加代金が別途かかります。

価格に含まれるもの 施設入館料・ガイド料・熊谷家住宅食事代

集合場所
（代表住所）

集合：大森代官所前ひろば
解散：石見銀山公園

アクセス
JR山陰本線・大田市駅からバス約２７分
「大森代官所跡」下車

予約可能期間 12-2月（７日前予約）

実施期間・実施回数 １日１回

所要時間・開始時間
3時間・１１時スタート
（熊谷家住宅1時間半滞在）

催行人数 5人〜１０人（最小/最大）

貸切対応 不可

言語対応 ☑英 ※ガイド同伴に限り可

事業番号 32-4 キーワード プレミアム化(ガイド付等)

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新鮮
な魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリーワ

ンで多角化～ カテゴリ
□食 □自然
☑伝統・文化
□その他

□イベントツアー
□アクティビティ
□その他

５番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市⑥古民家「ＨＩＳＯＭ」を中心に「食で繋がるフードトレジャーハント」

コンテンツ概要

宿泊者が日祖（ひそ）地域を中心に、食材を通じて農業や漁業などの生産者と
繋がっていくフードトレジャーハント企画。手に入れた食材を自分たちが素敵なキッチ
ンで自由に調理して食べることができる。予約した後に、事前に打合せをして希望
の食コースを選ぶことができるので、地域に到着後は、地域の生産者のところに一
緒に訪問したり、食材を届けてもらったりすることができる。また、出張料理人による
地元食材を使ってその場で調理してくれるスタイルのディナーも選択することができる。
素敵な宿で、特別でゆっくりした時間を過ごすことができる。

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

１日１組限定で宿を貸切利用。生産者のところを訪問するときも感染症対策を
行う事と、畑などで収穫した野菜を直接もらう場合は、屋外での交流となる。

基本情報

■問い合わせ先：HISOM（ヒソム）
■営業時間：9：00～20：00
■ホームページ：https://hisom.jp/
■電話番号：090-7507-6558
■メールアドレス：info@hisom.jp

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：

対応可能な旅行形態 個人旅行・FIT

ターゲットとする顧客層
グループ・ファミリー
２０代～６０代

販売価格（税込）
※一般公示価格

宿泊費45,000円（税込）※宿泊費以外税抜
＋フードトレジャーハント：野菜中心3,500円・魚中
心コース4,000円・肉中心コース4,000円・ミックスコース
4,000円

価格に含まれるもの 宿泊費・フード手配料・食材代

集合場所
（代表住所）

〒699-2501
島根県大田市温泉津町温泉津イ588-1

アクセス JR温泉津駅 タクシー１０分

予約可能期間 通年

実施期間・実施回数 １日１回（宿泊時）

所要時間・開始時間 チェックイン14時 チェックアウト10時

催行人数 ２人～８人（最小/最大）

貸切対応 可

言語対応 ☑英 □中 □韓 □その他：

事業番号 32-4 キーワード プレミアム化(ガイド付等)

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新
鮮な魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリ

ーワンで多角化～ カテゴリ
☑食 □自然
□伝統・文化
□その他

□イベントツアー
□アクティビティ
□その他

８番目／全１０コンテンツ
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島根県／大田市⑦これぞ、三瓶三昧！

コンテンツ概要

国立公園三瓶山の豊かな土壌と伏流水が育む在来種のそば、わさび、米。在来
種のそばを取り扱う蕎麦屋６店で、共通メニューを作り、“定食”としてご提供。シ
ンプルな組み合わせが、本物の美味しさを伝えます。
※提供内容は店舗によって変わる場合があります。
※営業情報は、変わる場合があります。
※わさび田見学は要相談

ニューノーマル時代の観光への工夫や強み

全行程でのマスクの着用、施設入室時のアルコール消毒の徹底。食事の際、各テ
ーブル計４人迄として密を避ける。

基本情報

■問い合わせ先：大田市観光協会
■営業時間：９時～１７時
■ホームページ：https://www.ginzan-wm.jp/
■電話番号：0854-88-9950
■メールアドレス：ohdakankou@shimanet.jp

実施している感染症対策

■施設・スタッフの対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 □電子決済 ☑室内換気

■旅行者への対策
☑検温 ☑マスク着用 ☑手指消毒 ☑連絡先控え

■その他：

対応可能な旅行形態 個人旅行

ターゲットとする顧客層

夫婦・女性同士
グルメ旅行（マイカー旅行者）

販売価格（税込）
※一般公示価格

１，５００円～
（OP：わさび田見学、お土産付 3,500円）

価格に含まれるもの 三瓶そば昼食代

集合場所
（代表住所）

三瓶そば提供店 各店舗へ集合

アクセス 参画店舗６店 各店舗へ要確認

予約可能期間 通年（ＯＰわさび田見学は、5‐6月、9-10月）

実施期間・実施回数 １日１回ランチタイム時

所要時間・開始時間 １１時半～１３時半（要確認店舗による）

催行人数 １人～４人 ※5名以上はさんべ荘のみ

貸切対応 不可（さんべ荘のみ団体予約可能）

言語対応 □英 □中 □韓 □その他：

事業番号 32-4 キーワード プレミアム化（ガイド付等）

事業名

世界遺産・日本遺産の文化・自然体験×新鮮
な魚と地域の食体験 ～オンリーワン×オンリーワ

ンで多角化～ カテゴリ
☑食 □自然
☑伝統・文化
□その他

□イベントツアー
□アクティビティ
□その他

９番目／全１０コンテンツ
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