
歴史、自然、遊ぶが充実した
タクシープラン

9：00～ 15：00

1,000円／台　３時間コース・１台あたり４名まで

米子市国際観光案内所 （米子グルメプラザ内） TEL：0859-22-6317
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 ３時間１台1,000円！

【観光周遊定額タクシーに関するお問合せ先】米子ハイヤーセンター TEL 0859-22-2842 

・このプランのタクシー観光料金は３時間以内の料金設定です。３時間を超えると追加料金がかかります。
・１日２回までご利用可能です。　・入場料、飲食代等、観光地の料金は含みません。
・利用台数に制限があります。数量到達次第終了します。

・予約はできません。
・当日、米子市国際観光案内所の窓口でのみ受け付けています。

米子市内 宿泊者 限定!!

※宿泊先の領収書や予約画面、中面に宿泊施設の印のある本チラシなど、米子市内での宿泊の証明が可能な
　書類をお持ちください。

米子市以外の
圏域にも行けます！

米子駅発！ 2021

1/12（火）より運行開始

木谷沢渓流

桝水高原
天空リフト

大山ガーデンプレイス
ビアホフ ガンバリウス

大山蕎麦 八郷の里

とっとり花回廊

赤猪岩神社
Pa Cherry b.

カフェてま里

客神社（小原神社）

カフェ七草

母塚山

緑水園
道の駅 奥大山

金持神社

福榮神社

樂樂福神社

生山駅

トムソーヤ牧場
岡成池

お菓子の壽城

むきばんだ史跡公園

日韓友好交流公園 風の丘
道の駅 琴の浦

神崎神社
菊港・波しぐれ三度傘
塩谷定好写真記念館

鳴り石の浜

たまご屋工房 風見鶏
道の駅 大山恵みの里

お魚センターみくりや
光の鏝絵

上淀白鳳の丘展示館

天の真名井

皆生温泉

天心
ベッカライひがしやま

水木しげるロード

ベタ踏み坂

境港水産物直売センター

美保関灯台　
美保神社

弓ヶ浜展望駐車場

米子鬼太郎空港

満洲味

長田茶店

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

由志園

樂樂福神社

博労座

赤猪岩神社牛骨ラーメン

客神社

木谷沢渓流

大神山神社奥宮

光の鏝絵

皆生温泉

江島大橋

米子城跡



米子駅米子駅米子駅Pa Cherry b.Pa Cherry b.Pa Cherry b.

歴史探訪 米子市プラン

妖怪とお魚の町 境港市プラン

まんぷくグルメ 食べ比べプラン

ことこと ことうらプラン

開運神社と里山周遊プラン

山を満喫！ 大山周遊プラン

【そば編】（F-1）

米子城跡パノラマ見学と米子下町めぐり（A-1）
米子駅米子駅 米子駅米子駅米子城跡米子城跡 下町めぐり（咲い地蔵・長田茶店）下町めぐり（咲い地蔵・長田茶店） 皆生温泉　汐の湯皆生温泉　汐の湯 とっとり花回廊と赤猪岩神社コース（D-1）

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅客神社（小原神社）客神社（小原神社）客神社（小原神社）とっとり花回廊とっとり花回廊とっとり花回廊 赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社

琴浦町　鏝絵と龍の彫刻コース（G-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崎神社光の鏝絵光の鏝絵光の鏝絵 道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦

琴浦町　牛骨ラーメン旅（G-2）
道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅牛骨ラーメン店牛骨ラーメン店牛骨ラーメン店菊港・波しぐれ三度傘菊港・波しぐれ三度傘菊港・波しぐれ三度傘 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

琴浦町　パワースポットめぐり（G-3）
道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦道の駅　琴の浦米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅日韓友好交流公園　風の丘日韓友好交流公園　風の丘日韓友好交流公園　風の丘

鳴り石の浜鳴り石の浜鳴り石の浜
神崎神社神崎神社神崎神社鳴り石の浜鳴り石の浜鳴り石の浜

南部町　里山周遊コース２（D-4）
米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅赤猪岩神社赤猪岩神社赤猪岩神社 カフェてま里・そば門所カフェてま里・そば門所カフェてま里・そば門所母塚山頂上　観音さん母塚山頂上　観音さん母塚山頂上　観音さん 客神社（小原神社）客神社（小原神社）客神社（小原神社）

足立美術館コース（E-1）
米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅足立美術館足立美術館足立美術館 道の駅　あらエッサ道の駅　あらエッサ道の駅　あらエッサ

米子駅米子駅米子駅米子駅米子駅 大山蕎麦 八郷の里大山蕎麦 八郷の里大山蕎麦 八郷の里出雲そば 花びし出雲そば 花びし出雲そば 花びし 赤松眺望展望台赤松眺望展望台赤松眺望展望台岡成池岡成池岡成池

【ラーメン編】（F-2） 米子駅米子駅米子駅米子駅米子駅 満洲味満洲味満洲味天心天心天心 弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場皆生温泉・足湯皆生温泉・足湯皆生温泉・足湯

【地ビール編】（F-3） 米子駅米子駅 ビアホフ ガンバリウスビアホフ ガンバリウスビアホフ ガンバリウス 麦酒酒場 475 ビール 時間外であれば米子駅麦酒酒場 475 ビール 時間外であれば米子駅麦酒酒場 475 ビール 時間外であれば米子駅

【スイーツ編】（F-4）
【日本茶とスイーツと
 パン屋さん　】（F-5）

米子駅米子駅 たまご屋工房　風見鶏たまご屋工房　風見鶏たまご屋工房　風見鶏

たまご屋工房  風見鶏たまご屋工房  風見鶏たまご屋工房  風見鶏米子駅米子駅 長田茶店長田茶店長田茶店 お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城 ベッカライひがしやまベッカライひがしやまベッカライひがしやま 米子駅米子駅米子駅

南部町　里山周遊コース 1（D-3）

米子駅米子駅 米子駅米子駅米子駅Pa Cherry b.Pa Cherry b.Pa Cherry b.法勝寺電車
法勝寺一式飾り
法勝寺電車
法勝寺一式飾り
法勝寺電車
法勝寺一式飾り

緑水園・祐生出会いの館・
カフェド穂のか・ミステリースクエア
緑水園・祐生出会いの館・
カフェド穂のか・ミステリースクエア
緑水園・祐生出会いの館・
カフェド穂のか・ミステリースクエア カフェ七草カフェ七草カフェ七草

妻木晩田遺跡コース（A-5）

米子駅米子駅 妻木晩田遺跡「弥生の館むきばんだ」妻木晩田遺跡「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 天の真名井天の真名井天の真名井 米子駅米子駅お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城

名和・みくりやコース（A-7）

米子駅米子駅 道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏 お魚センターみくりやお魚センターみくりや 米子駅米子駅お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城

湖面に映る大山鑑賞コース（B-1）

米子駅米子駅 岡成池（合わせ大山）岡成池（合わせ大山） 大山トムソーヤ牧場大山トムソーヤ牧場大山トムソーヤ牧場 米子駅米子駅お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城

大山寺散策コース（B-2）

米子駅米子駅 大山寺散策（大山寺／大神山神社奥宮／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（大山寺／大神山神社奥宮／モンベル・フレンドマーケット大山参道市場 等） お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城 米子駅米子駅

大山寺　片道コース （B-10） 片道プラン片道プラン片道プラン

大山乗馬センター大山乗馬センター大山乗馬センター

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
大山寺大山寺

とっとり花回廊とっとり花回廊とっとり花回廊

Aルート

Cルート

妖怪とさかなの街　散策コース（C-1）

米子駅米子駅 米子空港米子空港米子空港水木しげるロード水木しげるロード水木しげるロード 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

片道プラン片道プラン片道プラン

お菓子と境港コース（C-2）
米子駅米子駅 水木しげるロード

または 境港駅
水木しげるロード
または 境港駅

夢みなとタワー
境港さかなセンター
境夢みなとターミナル

夢みなとタワー
境港さかなセンター
境夢みなとターミナル

夢みなとタワー
境港さかなセンター
境夢みなとターミナル

お菓子の壽城お菓子の壽城お菓子の壽城 弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場 べた踏み坂べた踏み坂べた踏み坂

片道プラン片道プラン片道プラン

美保関と境港コース（C-3）
米子駅米子駅 水木しげるロード

または 境港駅
水木しげるロード
または 境港駅海とくらしの史料館海とくらしの史料館海とくらしの史料館美保関灯台美保関灯台美保関灯台弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場弓ヶ浜展望駐車場 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

片道プラン片道プラン片道プラン

由志園コース（C-4）
米子駅米子駅 米子空港米子空港米子空港べた踏み坂べた踏み坂べた踏み坂日本庭園　由志園日本庭園　由志園日本庭園　由志園 Café CelesteCafé CelesteCafé Celeste

片道プラン片道プラン片道プラン

米子駅米子駅 生山駅生山駅生山駅樂樂福神社樂樂福神社樂樂福神社福榮神社福榮神社福榮神社道の駅　奥大山道の駅　奥大山道の駅　奥大山 金持神社金持神社金持神社

開運神社めぐり（D-2） 片道プラン片道プラン片道プラン

妻木晩田遺跡妻木晩田遺跡妻木晩田遺跡 道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏道の駅　大山恵みの里・たまご屋工房　風見鶏

淀江周遊コース（A-6）

米子駅米子駅 日吉神社日吉神社日吉神社 米子駅米子駅

米子駅米子駅
大山トムソーヤ牧場大山トムソーヤ牧場大山トムソーヤ牧場

大山寺

お菓子の壽城

米子城跡

直売センター

とっとり花回廊

神崎神社光の鏝絵

〈タクシー利用にあたってのご注意〉
　当日、米子市国際観光案内所での受付のみとなっています。 （事前予約不可）
　2021年1月12日から3月31日の間に宿泊される方のみ利用できます。 

〈タクシー利用にあたってのご注意〉
　当日、米子市国際観光案内所での受付のみとなっています。 （事前予約不可）
　2021年1月12日から3月31日の間に宿泊される方のみ利用できます。 

〈タクシー利用にあたってのご注意〉
　当日、米子市国際観光案内所での受付のみとなっています。 （事前予約不可）
　2021年1月12日から3月31日の間に宿泊される方のみ利用できます。 

〈宿泊施設証明欄〉 宿泊日：令和３年　 　 月　 　 日


