
●鳥取県内を運行する路線バス（日ノ丸自動車・日本交通）
●一部空港連絡バス
  （鳥取駅～鳥取空港、米子駅～米子空港）
●ループ麒麟獅子バス
●岩美町営バス
●鳥取市循環バス「くる梨」
●米子市循環バス「だんだんバス」
●米子市淀江町巡回バス「どんぐりコロコロ」
●若桜鉄道（郡家駅～若桜駅間）
●八頭町営「やずバス」
●若桜町営バス「おにっ子バス」

○バスから降りる際、運転手へご提示ください。
○整理券のあるバスは、乗車の際に整理券をお取りください。
○鉄道はお乗りの際、駅係員又は乗務員へご提示ください。
○協賛施設では入場券等をご購入される前に、窓口へご提示ください。
※ご提示の際は有効期限が記載された面をお見せください。

ご利用方法

注意事項
※利用開始日の前日より購入可能です。前日に購入される場合はカードタイプのみの販売となります。
※代金の払戻しはできません。ただし、前日購入の場合のみ、購入日に限り払戻しいたします。
※以下のバス・鉄道は手形でご利用できません。
●高速バス全系統　●空港連絡バス（倉吉駅～鳥取空港行きリムジンバス）　●大山る～ぷバス
●臨時運行バス（イベント等で運行している特殊バス） ●左記ご利用可能な町営・市営バスを除く、市町村が運営するバス
●西日本旅客鉄道（JR）および智頭急行の全路線

〈東部〉●鳥取駅前バスターミナル  ●鳥取市観光案内所（鳥取駅内）  ●日ノ丸自動車鳥取営業部   ●鳥取空港ビル
 ●日本交通岩美営業所  ●若桜鉄道若桜駅  ●八頭町観光協会
〈中部〉●三朝温泉観光協会  ●日本交通倉吉バスセンター  ●日本交通新町営業所  ●倉吉駅内観光案内所
 ●日ノ丸自動車倉吉営業所  ●倉吉観光マイス協会
〈西部〉●米子駅前バスターミナル   ●皆生温泉旅館組合（米子市観光センター内）  ●米子市国際観光案内所
 ●大山町観光案内所（KOMOREBITO1階）  ●米子空港総合案内所（米子鬼太郎空港内）  ●日ノ丸自動車米子支店

（注）手形のデザインは随時変更になります。
（注）在庫状況により、カードタイプのみの
　　販売となることがあります。

全ての協賛施設を表示するものではありません。
特典の詳細は裏面をご覧ください。
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協賛施設 最寄バス停・駅 路線名 お問い合わせ 特　典　内　容

鳥取県立博物館 仁風閣・県立博物館 くる梨緑コース （0857）26‐8042 〈入館料〉一般…１８０円→１５０円（常設展のみ） （注）休館日…毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、国民の祝日の翌日（土日祝日の場合を除く）、年末年始12/29～1/3

わらべ館 わらべ館　 くる梨緑コース （0857）22‐7070 〈入館料〉大人…50０円→40０円（注）休館日…毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始12/29～1/1、8月は無休

仁風閣 仁風閣・県立博物館 くる梨緑コース （0857）26‐3595 〈観覧料〉一般…１５０円→１２０円 （注）休館日…毎週月曜日・（祝日は開館）・祝日の翌日・年末年始

渡辺美術館 渡辺美術館前 砂丘線、岩井線、
十六本松線、北園線 （0857）24‐1152 〈入館料〉一般…900円→800円

鳥取民藝美術館 太平線 くる梨赤・青A・B・緑コース（0857）26‐2367 〈入館料〉一般…500円→400円 （注）休館日…水曜日（祝日の場合開館、翌日休館）年末年始陳列替等に伴う臨時休館あり
玄忠寺 寿町 くる梨青Bコース （0857）22‐5294 団体料金に割引
鳥取市歴史博物館 やまびこ館 樗谿公園やまびこ館 くる梨赤コース （0857）23‐2140 〈入場料金〉団体料金に割引 （注）休館日…毎週月曜日（祝日は開館）・祝日の翌日・年末年始。
浦富海岸島めぐり遊覧船 島めぐり遊覧船のりば前 岩井線 （0857）73‐1212 乗船のお客様にちょっぴりプレゼント（注）冬季（１２/１～２月末）は運休します。 風・波の状況で運休の場合があります。
砂丘会館 鳥取砂丘（砂丘会館） 砂丘線 （0857）22‐6835 １F　ドリンク２００円均一（アルコール類を除く）
砂丘センター 砂丘センター展望台 砂丘線 （0857）22‐2111 砂丘観光リフト　大人…300円　小人…200円
砂丘の家 レイ・ガーデンカフェ 鳥取砂丘（砂丘会館） 砂丘線 （0857）20‐4772 カフェでの飲食、合計金額の１０％割引（他サービスとの併用不可）
梨一筋百年 さんこうえん 砂丘東口 岩井線 （0857）20‐1174 入園者に梨ジェラートサービス　梨狩期間（7/22～11/23）
さんこうえん砂丘店（ジェラート店） 鳥取砂丘（砂丘会館） 砂丘線 （０８５７）30‐1174 ジェラート シングル30円引
チュウブ鳥取砂丘こどもの国 子供の国入口 砂丘線、岩井線 （０８５７）24‐2811 入園料を2割引 （注）休園日…毎月第2水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始12/29～1/1、8月無休
鳥取市因幡万葉歴史館 因幡万葉歴史館（入口） 中河原線 （０８５７）26‐1780 〈入館料〉団体料金に割引

大江ノ郷自然牧場 大江ノ郷自然牧場 八頭町営「やずバス」大江線、
やずミニSL博物館線 （0570）077-505 ココガーデンカフェご利用の方に、焼菓子プレゼント（１個）※大江ノ郷ヴィレッジではご利用いただけません。

HOME8823 隼駅 若桜鉄道 （0858）71-0291 食事を注文された方に限り、食後のコーヒーサービス
やずミニSL博物館
「やずぽっぽ」 ミニSL博物館前 八頭町営「やずバス」

やずミニSL博物館線（0858）71-0032
〈入館料〉大人(高校生以上)…200円→無料
（注）休館日…毎週水曜日（祝日の場合は翌日）※12月～2月は閉館

若桜ゆはら温泉ふれあいの湯 上湯原 若桜町営バスつく米線（0858）82-1177 〈料金〉大人…400円→200円　小中学生…200円→100円（注）休館日…毎週月曜日、年末年始12/31～1/2

昭和おもちゃ館 若桜駅前、若桜駅 若桜線、若桜鉄道 （0858）71-0003 館内でお買い上げの方に10円の駄菓子1個プレゼント （注）休館日…毎週火曜日
若桜町観光協会 若桜駅前、若桜駅 若桜線、若桜鉄道 （0858）82-2237 〈レンタサイクル〉 200円→100円  ※若桜鉄道利用者は無料

協賛施設 最寄バス停 路線名 お問い合わせ 特　典　内　容
三徳山三佛寺 三徳 三朝線 （0858）43‐2666 〈本堂までの入山料〉一般…４００円→３５０円　小・中学生…２００円→１５０円
ふるさと健康むら 温泉病院前 三朝線 （0858）43‐1116 陶芸体験２,5００円→2,3００円　喫茶サンテ全品1割引（神の食卓は除く）

倉吉博物館 市役所打吹公園入口 広瀬線、松崎線
パークスクエア線 （0858）22‐4409 〈入館料〉大人…２１０円→１6０円　大学・高校生…１００円→５０円（注）休館日…毎週月曜日・祝日の翌日・年末年始 

せきがね湯命館 関金温泉 関金線 （0858）45‐2000 〈入浴料〉大人（中学生以上）…８2０円→７2０円（100円引き）　　　　小人（小学生）…４1０円→３6０円（50円引き）

ハワイゆ～たうん ハワイゆ～たうん前 橋津線（羽合温泉経由）（0858）35‐4919 〈入浴料〉大人（高校生以上）…370円→330円　小人（小・中学生）…210円→190円　　　　幼児…100円→90円 （注）休館日…第4木曜日（祝日の場合は翌日休館）、他の木曜日は17時より営業

ゆアシス東郷　龍鳳閣 引地 松崎線 （0858）32‐2622 〈入館料〉大人（高校生以上）…890（370）円→820（340）円　中人（中学生）…630（320）円→580（290）円　　　　小人（3歳～小学生）…420（260）円→390（240）円　（　　）：裸風呂
中国庭園　燕趙園 引地 松崎線 （0858）32‐2180 〈入園料〉大人…５００円→４００円  小・中学生…２００円→１６０円 
青山剛昌ふるさと館 青山剛昌ふるさと館 北条線、赤碕線 （0858）37‐5389 〈入館料〉大人…700円→600円  中・高校生…5００円→40０円  小学生…300円→200円
円形劇場くらよし
フィギュアミュージアム 鍛冶町一丁目 広瀬線、松崎線

パークスクエア線 （0858）27-1200 〈入館料〉1割引（常設展のみ）　（注）他の割引との併用不可。企画展は別途入館料がかかる場合があります。

協賛施設 最寄バス停 路線名 お問い合わせ 特　典　内　容
植田正治写真美術館 植田正治写真美術館（大山る～ぷバス）※ （0859）39‐8000 〈入館料〉一般…1,000円→9００円  高校・大学生…5００円→4００円  小・中学生…３００円→２００円
森の国
（大山フィールドアスレチック） アスレチック前 大山線 （0859）53‐8036 〈入場料〉大人（中学生以上）…900円→850円　小人（3歳以上）…7００円→65０円〈1Dayフリーパス〉1,500円→1,450円　※どちらか適用（5名様まで）
大山トム・ソーヤ牧場 岡成 大山線・本宮線 （0859）27‐4707 〈入場料〉高校生以上1,000円→950円　3歳～中学生…600円→550円
大山乗馬センター 一ノ谷入口 大山線 （0859）53‐8211 乗馬料金１０％割引
大山まきばみるくの里 大山まきばみるくの里（大山る～ぷバス）※ （0859）52‐3698 ソフトクリーム350円→300円（50円引き）

ホテル大山しろがね 大山寺 大山線、
（大山る～ぷバス）※ （0859）52‐2211 土産品（一部）を購入する場合５％割引

お菓子の壽城 壽城 どんぐりコロコロ、
（大山る～ぷバス）※ （0859）39‐4111 1階インフォメーションにて二十世紀梨洋風煎餅1枚プレゼント

とっとり花回廊 無料直行シャトルバス （0859）48‐3030 花の種プレゼント（手形1枚につき1袋）
水木しげる記念館 境港駅 境線 （0859）42‐2171 〈入館料〉大人…７００円→６００円　中高生…５００円→４００円　小学生…３００円→２００円
※大山る～ぷバスでは、乗放題手形はご利用いただけません。 

 （注）投入堂参拝料は
 別料金となります。

 （注）休園日…1月～2月・第4火曜日

日ノ丸自動車株式会社　鳥取（０８５７）２２-５１５５　倉吉（０８５８）２６-４１１１　米子（０８５９）３２-２１２１
日本交通株式会社　　　鳥取（０８５７）２３-１１２２　倉吉（０８５８）２６-１１１５　米子（０８５９）３３-９１１６

次の施設において乗放題手形をご提示いただきますと、入場料金割引等の特典が受けられます。
特典内容は施設の事情により変更される場合がございます。詳細は各協賛施設までお問い合わせください。
〈2021年10月時点〉

特典一覧
…東部 …中部 …西部

バスに関してのお問合せは

観光施設に関してのお問合せは

鉄道に関してのお問合せは

鳥取観光コンベンション協会 （０８５７）２６-０７５６　倉吉市観光案内所 （０８５８）２２-１２００
米子市国際観光案内所 （０８５9）２２-6317  八頭町観光協会 （０８５8）7２-6007  若桜町観光協会 （０８５８）8２-2237

若桜鉄道株式会社  （０８58）82-0919

について


