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山陰デスティネーションキャンペーン協議会

Ｊ Ｒ グ ル ー プ

「山陰デスティネーションキャンペーン」を開催します！

鳥取県、島根県とＪＲグループ 6社では、大型観光キャンペーン「山陰デスティネーションキャンペ

ーン」を 2018 年 7月から 9月にかけて開催します。

山陰エリアには、雄大な自然や悠久の歴史・文化、神話や伝統的な祭り、素朴な人情など、日本の原

風景が溢れています。さらに、本年は、鳥取県では伯耆國「大山開山 1300 年祭」、島根県では「不昧公
ほうきのくに だいせん ふまいこう

200 年祭」などの記念事業も展開中です。

キャンペーン期間中は、この「日本の原風景」を感じることができる山陰エリアの魅力を存分にお楽

しみいただける旅をご提案します。

また、「もう一度、山陰を訪れたい。」と思っていただけるよう、心のこもった「おもてなし」で全

国のお客様をお迎えします。

※以下、「ＤＣ」とはデスティネーションキャンペーンを意味します。

1 キャンペーン期間 2018 年 7月 1日（日）～9月 30日（日）

2 実 施 主 体 山陰デスティネーションキャンペーン協議会

(鳥取県、島根県、両県の市長会、町村会、観光関係者、交通事業者など 23団体)

3 キャッチフレーズ 「Nostalgic San’in わすれがたき山陰」

4 キャンペーンロゴ

5 キャンペーンソング 「あなたに帰る旅」 唄：奈都子

【概 要（詳細別紙）】

・夏の山陰の夜を彩る「大山大献灯 和傘ライトアップ」「松江水燈路」といったイベントや、水木

しげるロード・鬼太郎列車リニューアル、さらには新たな観光列車「あめつち」や便利なアクセス

バスが登場するなど、7つのテーマ（おもむき・うつろい・ときめき・えにし・いざない・あじわ

い・たしなみ）に沿ってノスタルジックな山陰を体感できるオススメ素材を多数ご用意します！

・山陽新幹線区間で運行する「ハローキティ新幹線」とコラボレーションした観光ＰＲやホテル・駅

商業施設でのフェア実施など、山陰関連のイベントを全国各地で実施し、山陰ＤＣをＰＲします！

・人気の「サンライズ出雲」をはじめとした団体臨時列車で行くプランなど、ＪＲと宿がセットに

なった旅行商品が多数発売されます。

※詳細はイベントガイドブックまたは山陰ＤＣ専用サイト(http://saninji.jp/dc/)をご覧下さい。

【コンセプト】

夏の始まりを告げ郷愁を誘う「ホタル」、夏本番の

季節感を表現する「ひまわり」、そして山陰各地で開

催される祭りの定番であり夜空を彩る大輪の「花火」。

初めて来たのにどこか懐かしく、ノスタルジーを感じ

る山陰の旅のイメージを表現しています。

http://saninji.jp/dc/%29%E3%82%92


1．キャンペーンイチオシ企画（詳細な情報は､イベントガイドブックをご覧ください。）

（1）伯耆國「大山開山 1300 年祭」（鳥取県）

中国地方の最高峰「大山」は、古くより人々の信仰の対象であり、様々な恵みをもたらしてきました。

今年は大山寺が開山されてから 1300 年。大山の歴史や雄大な自然がもたらす恵みを感じ、体験してい

ただける様々なイベントを開催します。

○大山大献灯 和傘ライトアップ

大神山神社奥宮・大山寺へと続く古の参道にライトアップされた和傘が約 100本並び、参道をやさ

しく浮かび上がらせます。山陰の風景をイメージして職人の手作業により創り出された和傘一本一本

が雅な明かりを放つ光景をお楽しみください。

実施時期：2018 年 8月 10 日（金）～13日（月）、

8月 24日（金）～26日（日）、

9月 22日（土）～24日（月・休）

時 間：19:30～21:30

○大山大献灯アクセスバス

大山大献灯への便利なアクセスとして、ＪＲ米子駅～

皆生温泉～大山寺までの「大山る～ぷバス」臨時便を

運行します。

運行日：大山大献灯和傘ライトアップ実施日

運転時刻：米子駅 16:20 発 → 皆生温泉 16:37 発 → 大山寺 17:10 着

米子駅 17:20 発 → 皆生温泉 17:37 発 → 大山寺 18:10 着

大山寺 20:30 発 → 皆生温泉 21:10 着 → 米子駅 21:27 着

大山寺 21:30 発 → 皆生温泉 22:10 着 → 米子駅 22:27 着

※臨時便のみ記載

（2）不昧公 200年祭（島根県）

京都、金沢と並ぶ日本三大菓子処で、茶処でもある松江。今年は、大名茶人で「不昧公」と呼ばれ親

しまれている、松江藩松平家 7代藩主「松平治郷」の没後 200 年を迎えます。記念展示や記念茶会に加

え、気軽に茶の湯文化を体験できるイベントを開催します。

○松江水燈路

国宝松江城周辺一帯に行灯を並べ、城下町松江ならではの光

と影が織りなす幻想的な風景を楽しむことができます。例年

10月の１ヶ月間の開催ですが、今年はプレＤＣに引き続き 9

月１日（土）から開催します。このほか、水燈路にあわせて国

宝松江城天守の夜間登閣や夜間天守茶席等、夜間にお楽しみい

ただける特別企画も設定します。

実施時期：2018 年 9月 1日（土）～10月 31 日（水）

（メイン開催日は 9月 22日（土）～10月 28日（日）の土休日）

○茶の湯堀川遊覧船

茶室をイメージさせる特別仕様の遊覧船を運航。遊覧船の船内で松江の伝統和菓子と自分で点てた

抹茶をいただきながら、城下町の風情と茶の湯文化を手軽に楽しむことができます。

運行日：2018 年 4月 1日（日）～2018 年 12 月 31 日（月）

運行時間：11:00 発、11:30 発、13:00 発、13:30 発、15:00 発、15:30 発（1日 6便）
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（3）観光列車「あめつち」

「ネイティブ・ジャパニーズ」をコンセプトに、山陰本線の鳥取～出雲市間を結ぶ新たな観光列車

が 7月 1日（日）に運行を開始します。鳥取砂丘や出雲大社など日本の原風景を感じさせるエリアを

結び、三朝温泉や皆生温泉、玉造温泉等での宿泊と合わせてのご利用が便利です。

運転日：2018 年 7～9月の毎週土・日・月と 7月 27日（金）、8月 3日（金）、

10日（金）に運転

但し、8月 12日（日）、25日（土）は除く。

運転時刻：

※全車指定席。乗車券のほかに普通列車の指定席グリーン券が必要です。

車内でのお食事

・乗車日の 4日前までにお申込みください。

・各商品のお申込み方法など、詳しくは「山陰いいもの探県隊」ホームページ

https://sanin-tanken.jp/（山陰 いいもの検索）をご覧ください。

（4）水木しげるロード・鬼太郎列車リニューアル（鳥取県）

○水木しげるロードリニューアル

7月に水木しげるロードがリニューアル。車道の一方通行化

により歩道を大幅拡張し、新たなキャラクターブロンズ像も加

わるほか、夜間の照明演出を新たに実施。夜の妖怪の世界は必

見です。

○鬼太郎列車リニューアル

水木しげるロードのリニューアルに合わせて、境線を走る「鬼

太郎列車」全 6種類も 7月にかけて順次リニューアル！山陰の

景勝地を背景に、水木しげる先生の漫画「ゲゲゲの鬼太郎」に

登場するキャラクターをあしらった車両は必見です。

鳥取→出雲市 鳥取 倉吉 米子 安来 松江 出雲市
（下り） 9:00 9:45 11:06 11:16 11:45 12:47着

出雲市→鳥取 出雲市 玉造温泉 松江 安来 米子 倉吉 鳥取
（上り） 13:41 14:26 14:43 15:22 15:35 16:36 17:36着

（C）水木プロ

※季節、仕入れ状況によりメニューを変更する予定です。※価格は税込み。

天地御膳世明（よあけ）/2,500 円 大江ノ郷スイーツセット/2,000 円 山陰の酒と肴（さかな）/2,000 円 松江の和菓子詰合せ/2,000 円



2．テーマ別オススメ観光素材（詳細な情報は、イベントガイドブックをご覧ください。）

（1）おもむき

○「7月のヒメボタル」奇跡の生息地観賞ツアー（鳥取県）

闇夜にゆらめく黄金色の波、ヒメボタル。鳥取県日野郡の山上地区福

万来の、特に杉林の中に大量に点滅します。空には満天の星空、地上で

はヒメボタルの瞬きと彗星のごときゲンジボタル。夏の夜の一大競演で

す。

○隠岐の島「ローソク島遊覧船」（島根県）

海から約 20メートルの高さでそびえ立つ奇岩ローソク島。島の先端

に夕日が重なるその瞬間、まるで 1本の巨大なローソクに火を灯したよ

うに輝く姿は船上からしか見ることのできない瞬間です。

（2）うつろい

○“静寂の出雲大社”早朝参拝（島根県）

清らかな朝の空気の中、出雲大社が参拝できます。観光ガイドが出雲

大社の境内を案内しながら参拝する「観光プラン」、そして参拝後に地

元の食材を使った朝食がいただける「朝食付きプラン」、ぜんざい粥付

の「軽食付きプラン」があります。

○秘境探検・若松クローム鉱山見学（鳥取県）

操業時の姿で残る国内最大規模のクローム鉱山「若松鉱山跡」を解説

付きで公開します。日野川水系随一の渓流・若松川と広葉樹の森が織り

なす絶景も見所です。

（3）ときめき

○砂の美術館 早起き美術館（鳥取県）

世界で唯一、砂の彫刻「砂像」を常設展示する施設「砂の美術館」を

贅沢に貸切プランにしました。開館前の特別な時間にゆっくりとお楽し

みいただける鑑賞ツアーです。

○しまね海洋館 アクアス わんぱく探検隊（島根県）

シロイルカ兄妹によるバブルリングが有名な中四国最大級の水族館ア

クアス。小・中学生を対象に普段は見ることのできないバックヤードツ

アーを開催します。

（4）えにし

○石見銀山 大久保間歩一般公開限定ツアー（島根県）

江戸時代から明治時代を中心に採掘された、石見銀山最大級の坑道跡「大久保間

歩」公開ツアー。ＤＣ専用の旅行商品でツアーにご参加の方には「丁銀ストラップ

づくり無料体験」または「丁銀ストラップ（完成品）」をプレゼントします。



○「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の立ち寄り観光地をめぐる

「ノスタルジックバスツアーin 雲南」（島根県）

世界で唯一現存しているたたら製鉄の遺構「菅谷たたら山内」や、出

雲神楽を鑑賞できる「須我神社・神楽の宿」、築 130 年の茅葺き古民

家で郷土料理を振舞う「かやぶきの家」など、「TWILIGHT EXPRESS 瑞

風」の立ち寄り地としても人気の地を巡ることができるガイド付きツア

ーです。

（5）いざない

○石見神楽定期公演（島根県）

石見の伝統芸能「石見神楽」を毎週末石見の各地で上演します。金糸

銀糸を手縫いした絢爛豪華な衣装で激しく舞う様は迫力満点です。会場

によっては終演後に衣裳の試着体験や記念撮影をお楽しみいただけま

す。

（6）あじわい

○大江ノ郷自然牧場（鳥取県）

中国山地山麓から湧き出る清水、豊かな自然が作り出す澄み切った空気という最高

の環境が生み出した「天美卵」で作った大人気のパンケーキをはじめ、地元食材にこ

だわった料理をお楽しみください。

○縁結びスイーツ（夏季限定）（島根県）

甘～い縁を引き寄せると評判の「縁結びスイーツ」を夏季限定に

特別アレンジ！夏ならではのスイーツを堪能いただけます。

（7）たしなみ

○倉吉白壁土蔵群「浴衣でまち歩き」（鳥取県）

風情ある倉吉の町並みを、涼やかな浴衣でまち歩き。数十種類の

中からお好みの浴衣、帯をお選びいただけます。美容師による着付

けとヘアアレンジ付。

○三朝温泉・夜の色彩（鳥取県）

三朝温泉の各お宿で無料貸し出しする提灯を片手に温泉街を散策。

加えて、町内の山で採れたカズラと県内産の和紙を使用したオリジナ

ルの和紙灯りを三朝神社に期間限定で展示します。和紙灯りが創り出

すあたたかく、懐かしく、幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。

菅谷たたら山内



3．山陰ＤＣ特別企画・イベント

（1）山陰ＤＣオープニングセレモニー

「山陰ＤＣオープニング記念号」の運転に合わせ、始発の岡山駅で出発式、米子・松江駅では歓迎

セレモニーを行います。また、鳥取駅では同日に運行を開始する観光列車「あめつち」の出発式を、

津和野駅では「ＳＬやまぐち号」の運行に合わせた歓迎セレモニーを行います。

開催日：2018 年 7月 1日（日）

開催場所：岡山駅、米子駅、松江駅、鳥取駅、津和野駅

（2）山陰ＤＣプレゼント企画

ＤＣ期間中に、ＤＣ専用の旅行商品などを利用して旅行されるお客

様先着 1万名様に、山陰の銘米「仁多米」「日南米」詰め合わせをプレ

ゼントします。

※対象となる商品は、ＤＣ専用の旅行商品などのうち、

パンフレットに特典が記載された商品のみです。

（3）おトクなレンタカープラン

ＤＣ期間中、ＤＣ専用の旅行商品を利用して旅行されるお客様に駅レンタカー利用料金の特別割引

を実施します。対象車種について、1暦日通常 6,480 円のところ 2,000 円で、乗捨て料金は一律 2,000

円（通常は乗捨て箇所等により異なります）でご利用いただけます。さらに、山陰周遊をおトクにお

楽しみいただける「駅レンタカー周遊クーポン」もお渡しします。

対象営業所：鳥取駅、倉吉駅、米子駅、松江駅、出雲市駅、津和野駅

※倉吉駅、松江駅への乗捨ては不可。

※津和野駅の乗捨ては、一律 2,000 円特別価格対象外となります。

（4）ＪＲ東日本ホテルズ・ＪＲ西日本ホテルズとの連携による「食」フェア

首都圏および西日本エリアの計 10施設 37店舗において、山陰の食材を活かしたメニューを開発・

提供する「産地と技の饗宴 山陰フェア」を開催します。

開催期間：2018 年 7月 1日（日）～9月 30日（日）

開催施設：ホテルグランヴィア（京都・大阪・岡山・広島・和歌山）、ホテルヴィスキオ（大阪・

尼崎）、ホテルメトロポリタン、ホテルメトロポリタン丸の内、ホテルニューグランド

※ホテル・店舗により期間・提供時間・メニュー・価格は異なります。

※上記施設内の一部店舗は開催対象外です。詳細は後日各ホテルよりお知らせします。

（5）エキマルシェ新大阪での食フェア

エキマルシェ新大阪施設内にて、「白いか」「石見ポーク」「新甘泉」「シャインマスカット」など、

山陰の食材を活かした特別メニューを提供する「山陰フェア」を開催します。

開催期間：2018 年 9月１日（土）～2週間程度

※使用する山陰の食材は都合により変更する場合があります。



4．訪日外国人旅行者向けの取組み

まんが王国とっとり満喫周遊パス

ＪＲの外国人向け割引パス（「山陰・岡山エリアパス」「鳥取・松江パス」）を利用して山陰エリア

を周遊する外国人観光客を対象に、鳥取県内の対象 6施設の入館料と周遊ガイドブックがセットにな

った「まんが王国とっとり満喫周遊パス」（1,000 円、4日間有効）を発売します。

設定期間：2018 年 7月１日（日）～12月 31日（月）

対象施設：水木しげる記念館、青山剛昌ふるさと館、円形劇場くらよしフィギュ

アミュージアム、とっとり花回廊、鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館、

鳥取砂丘砂の美術館

5．おもてなし

（1）歓迎のぼり・懸垂幕の掲出

広く県民にＤＣの開催を周知するとともに、鳥取県、島根県にお越しになるお客様に

歓迎の意をお伝えするため、山陰エリアのＪＲの主な駅及び主要観光地、宿泊施設など

に「山陰デスティネーションキャンペーン」のぼりや懸垂幕を掲出します。

（2）特急列車での告知

ＤＣ期間中、山陰へのアクセス特急であるやくも号、スーパーはくと号の車内の座席ポケットに山

陰ＤＣイベントガイドブックを掲出します。また、やくも号の車体に山陰ＤＣキャンペーンロゴのス

テッカーを掲出し、広くＤＣの開催を周知します。

（3）缶バッジの着用

山陰エリアのＪＲ西日本及びグループ会社社員、智頭急行社員をはじめ、ご協

力いただける主要観光地、宿泊施設の関係者で「山陰ＤＣ缶バッジ」を着用し、

おもてなしの機運を高めます。

（4）おもてなし装飾の実施

観光客の皆様をあたたかくお迎えするため、山陰エリアのＪＲの主な駅では、歓迎看板の設置や自

動改札機への季節の花ラッピング、地元工芸品をあしらった飾りつけなど、各駅工夫を凝らしたおも

てなし装飾を展開します。

6．宣伝展開

（1）イベントガイドブック

鳥取県、島根県の観光情報やＤＣ期間中に開催される特別企画・イベント情報な

どを掲載したガイドブック（約 70万部）を、全国のＪＲの主な駅・旅行会社などで

5月下旬から順次配布します。

のぼり



（2）ポスター

山陰デスティネーションキャンペーン協議会が制作した 5枚組ポスターを、6 月 1 日（金）～30

日（土）の間、全国のＪＲの主な駅に掲出します。

また、ＪＲグループでもポスターを制作し、

5月下旬～9月 30 日（日）までＪＲの主な駅

や車内に掲出します（右図は、駅に掲出する

B0ポスターイメージです）。

（3）山陰ＤＣプロモーション動画

山陰出身のシンガーソングライター「奈都子」さんに作詞作曲いただいたキャンペーンソング「あ

なたに帰る旅」に合わせ、山陰ＤＣの各テーマに沿って、キャンペーン期間中の見所やイチオシ素材

を紹介する動画を制作しました。山陰ＤＣ専用サイトでの公開や「ハローキティ新幹線」での放映な

どにより、県内外に幅広く山陰ＤＣを発信していきます。

（4）メディア等による情報発信

・「遠くへ行きたい」（日本テレビ系、毎週日曜日放送）にて山陰ＤＣ期間中 30秒ＣＭを放映

・「別冊 旅の手帖 山陰」（6月 26日（火）頃全国発売）の発行

（5）山陰ＤＣ専用サイト

ＤＣ期間中のイベントや特別企画、ＤＣプロモーション動画を専用サイトにて紹介します。

http://www.saninji.jp/dc/

（6）観光ＰＲ

①大阪ステーションシティでの観光ＰＲイベント開催

山陰ＤＣアンバサダーやご当地キャラクター「トリピー」「しまねっこ」による観光ＰＲや伝統芸

能披露などを行うステージイベント、山陰の名産品や知られざる「いいもの」を地元の方に直接販売

いただく「山陰いいものプレミアムマルシェ」を開催します。また、「エキマルシェ大阪」とのタイ

アップ企画として、抽選で山陰の特産品が当たるスタンプラリーも実施します。

○観光ＰＲ

開催期間：2018年 6月 15日（金）・16日（土）

開催場所：２Fアトリウム広場（15日）・５F時空の広場（16日）

※ステージイベントは 16日のみ

http://www.saninji.jp/dc/


○山陰いいものプレミアムマルシェ

開催期間：2018年 6月 11日（月）～16日（土）

開催場所：２Fアトリウム広場

②「ハローキティ新幹線」での観光ＰＲ

6月 30 日（土）から運行を開始する「ハローキティ新幹線」の 1号車に設ける沿線各地ＰＲコー

ナーで、第 1弾として鳥取県、島根県がＰＲを行います。「鳥取 ハローキティ」「島根 ハローキティ」

のオリジナルペイントでのお出迎えや、期間中のおすすめイベント・スポット紹介、地域産品の車内

販売のほか、一部日程では「山陰ＤＣアンバサダー」をはじめ両県の皆さんが直接乗り込み、「山陰

のいいもの」「山陰への旅」のご案内をします。

【地域限定ハローキティ】

鳥取県 島根県

③岡山駅前「旅フェア in 岡山駅」でのＰＲ実施

開催期間：2018年 7月 21日（土）、22日（日）

開催場所：ＪＲ岡山駅前広場

7．ご旅行に便利な特別企画

（1）団体臨時列車の運行

①山陰ＤＣオープニング記念号

7月 1日のキャンペーン開始に合わせ、岡山から米子・松江へ山陰ＤＣオープニング記念号を運行

します。岡山駅では、山陰ＤＣオープニング記念号の出発式を行います。

運転日：2018 年 7月 1日（日）

区 間：岡山 8:51 発 → 米子 12:06 着 → 松江 12:32 着

編 成：381 系 7両編成（山陰ＤＣオリジナルのヘッドマーク、行き先方向幕で運行）

おもてなし：車内では、山陰の伝統芸能の披露や特産品があたるゲーム大会を実施するほか、

ご乗車のお客様に山陰ＤＣオープニング記念号オリジナルキーホルダーや地元の

ちょっぴりプレゼントをご用意しています。

主 催：（株）日本旅行

②サロンカー大社

かつて名古屋・金沢から出雲市・大社を結んだ長距離急行「大社」が、14 系客車「サロンカーな

にわ」を使用した夜行列車として復活します。

運転日・区間：

（往路）2018 年 8月 24 日（金） 大阪 22:04 発 → 出雲市翌 9:33 着

（復路）2018 年 8月 26 日（日） 出雲市 20:40 発 → 大阪翌 6:06 着

編 成：14系 6両

主 催：（株）日本旅行
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③急行白兎

かつて山陰線を走った急行列車「白兎」が、12系客車で復活します。

運転日・区間：

（往路）2018 年 9月 29 日（土） 大阪 8:23 発 → 鳥取 15:58 着

（復路）2018 年 9月 30 日（日） 鳥取 11:43 発 → 大阪 21:16 着

編 成：12系 5両

主 催：（株）日本旅行

④寝台特急サンライズ出雲（旅行商品専用）

東京と山陰を結ぶお馴染みの寝台特急「サンライズ出雲」が、旅行商品専用列車として運行されま

す。

運転日・区間：2018年 9月 15日（土） 東京 22:21 発 → 出雲市翌 13:07 着

編 成：285 系 7両

主 催：（株）日本旅行、（株）ジェイアール東海ツアーズ、（株）びゅうトラベルサービス

（2）多客臨時列車等の運行

①特急大山

運転日：2018 年 7月 1日（日）～9月 30日（日）の土休日

但し、8月 11日（土・祝）、12日（日）を除く

区 間：大山 1号 鳥取 12:42 発 → 米子 14:11 着

大山 2号 米子 10:20 発 → 鳥取 11:55 着

大山 4号 米子 17:46 発 → 鳥取 19:06 着

編 成：189 系 3両

②寝台特急サンライズ出雲

【サンライズ出雲 92号】

運転日：2018 年 8月 10 日（金）、15日（水）、23日（木）、9月 14日（金）

区 間：出雲市 15:33 発 → 東京翌 6:23 着

編 成：285 系 7両

【サンライズ出雲 91号】

運転日：2018 年 8月 11 日（土・祝）、16日（木）、24日（金）

区 間：東京 22:21 発 → 出雲市翌 13:07 着

編 成：285 系 7両

【サンライズ出雲 93号】

運転日：2018 年 9月 21 日（金）

区 間：京都 22:14 発 → 出雲市翌 9:20 着

編 成：285 系 7両

③特急スーパーまつかぜの波子駅臨時停車

特急スーパーまつかぜ 5号、10号、12号がしまね海洋館アクアス最寄り駅の「波子駅」に臨時停

車します。

（3）山陰へのおトクな商品

主な旅行会社では、山陰ＤＣに合わせて山陰方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラ



ンをご用意しています。

8．キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛

ＪＲの主な駅の「みどりの窓口」または主な旅行会社で鳥取県、島根県を目的地とするきっぷまたは

旅行商品などを購入すると貰える引換券付き専用乗車券袋を、「引換店」表示のあるセブンイレブン ハ

ートインなど（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券１枚につき「キリン生茶（525ml ペット

ボトル）」「キリン一番搾り生ビール（350ml 缶）」のいずれか１本と交換いたします。ただし、ＪＲ東

日本では「びゅうプラザ」「提携販売センター」などで旅行商品を購入された方に限ります。

※引換場所などは乗車券袋の記載をご確認ください。

※引換期間は 2018 年 7月 1日（日）～9月 30日（日）です。

※乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

※掲載写真・イラストはすべてイメージです。


