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「WEST EXPRESS 銀河」山陰運行に際し、鳥取・島根両県をはじめ地元の皆様のご協力の

もと、「WEST EXPRESS 銀河」での旅がよりお楽しみいただける魅力いっぱいの「おもてな

し」をご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。 

 

１．停車駅等での主な「おもてなし」メニュー 

  ○生山駅・・・日南町産トマトを使ったトマトジュースなどの販売 

  ○根雨駅・・・金持神社分祠の設置と縁起物グッズ、日野町特産品等の販売 

  ○米子駅・・・米吾「銀河特製幕の内弁当」等の販売 

  ○松江駅・・・一文字家「銀河 一番星弁当」の販売、まつえ若武者隊のお出迎え 

  ○車 内・・・星空案内用ＶＲゴーグルの設置 

         観光パスポート「銀河パスポート」の配布 

          ・銀河オリジナル温泉手ぬぐいのプレゼント 

・ぐるっと松江レイクライン、皆生温泉レンタサイクル、安来駅 

レンタサイクルなど多数の観光施設等で利用可能 

 

 ２．新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み 

・車内フリースペースでのイベントや物販は、当面の間実施を見合わせます 

・駅でのイベントや物販は、関係者の手洗い・手指消毒・検温のほか、3密を回避する

対策などをとった上で実施します 

 

 ※今後の社会情勢等によりおもてなし内容が変更となる場合があります。 

 

「WEST EXPRESS 銀河」の山陰エリアでの 

おもてなしについて 

「WEST EXPRESS 銀河」に関する情報はホームページでもご覧いただけます。 

https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/ 

 

 

JR西日本

https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/


「WEST EXPRESS 銀河」 

山陰エリアのおもてなしメニュー 

掲載写真はすべてイメージです。 
2020年7月22日時点の情報です。 
今後の社会情勢等により記載内容が変更となる場合があります。 



停車駅および発着時刻 

上り列車 
（大阪行き） 

下り列車 
（出雲市行き） 
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京都 新大阪 大阪 三ノ宮 神戸 西明石 姫路 生山 米子 安来 松江 玉造温泉 宍道 出雲市 

着時刻 - 22:07 22:21 22:50 22:53 23:12 
0:40 

/23:48 
6:02 7:46 

8:04 
/8:26 

8:45 9:01 9:15 9:31 

発時刻 21:15 22:17 22:28 22:51 22:55 23:15 0:42 6:34 
7:56 
/8:18 

8:28 8:48 9:02 9:17 - 

出雲市 宍道 玉造温泉 松江 安来 米子 根雨 備中高梁 神戸 三ノ宮 大阪 

着時刻 - 16:15 16:27 16:37 17:27 17:38 18:25 21:25 5:46 5:50 6:12 

発時刻 16:00 16:16 16:30 17:05 17:29 17:48 18:58 22:00 5:47 5:51 - 

■下り列車（出雲市行き） 

■上り列車（大阪行き） 

※姫路・米子・安来の３駅は曜日によって時刻が異なります（月曜日始発となる列車/金曜日始発となる列車） 

駅名 

駅名 

：乗車のみ可 

：降車のみ可 



生山駅（鳥取県） 

特 徴 
 日南町は中国山地のど真ん中で広島・岡山・島根の三県と接した日野川源流の町です。日南トマト加工株式会 社では、きれいな
水と空気に恵まれた標高５５０ｍの畑で、桃太郎トマトと王様トマト（麗夏）の2種類のトマトを丹精こめて栽培しています。昼と夜
の温度差が大きく、酸味と甘みのバランスの良い栄養たっぷりのトマトが収穫されます。 
 この日南町産のおいしいトマトを使って作るトマトジュースは、余計なものは加えず素材そのままの味を活かした他では味わえない美味
しさです。大企業の商品は設備が自動生産しますが、日南トマト加工株式会社ではおかあさん達の手によるハンドメイド。手作りでしか
作れない味とやさしさが、瓶いっぱいに詰まっています。 

 生山駅 下り 6:02着／6:34発  ※土・火曜日 

まるごととまと 
 看板娘「まるごととまと」、日南町産トマトそのままの美味しさを
いつでも楽しんでいただけます。（鳥取県産藻塩0.1％含有） 
 
 

極純 
 日南町産トマトを使ったトマトジュース、無塩タイプです。 
 

 ○特産「日南町産トマト」を使ったトマトジュースなどの販売 

極純    まるごととまと 
80ml入り 各350円 

 酸味と甘みのバランスの良さが特徴の日南町産トマトを使っ
たトマトジュース。余計なものは加えない、素材そのままの美味
しさをお楽しみください。 
  



米子駅（鳥取県） 

 米子市のシンボル「米子城跡」にガイドとともに登り、360度のパノラマビジョンで 
米子の夜景と日本一の星空を誇る「星取県」の星空をお楽しみください。 
 
■開 催 日   9月12日、16日、19日、23日、10月10日、14日、17日、 
          21日、11月11日、14日、18日、21日 計12回 
■料   金   大人6,000円/人、子供（小学生以下）4,000円/人 
■内   容   ANAクラウンプラザホテル米子を出発し、解説を聞きながら米子 
          城本丸跡を目指します。到着後は、錦海の夕景や米子市街地 
          の夜景を観賞しながらのコーヒータイム、地元歌手による星空ミニ 
          コンサートをお楽しみいただいた後、星空観賞を行います。 
          また、ツアー参加者には記念コースターをプレゼントします。 
 
■オプション   ANAクラウンプラザホテル米子 
          にて星取県の星空と「WEST     
           EXPRESS銀河」をイメージした 
          星取会席(税込4,840円) 
          をオプションにて別途お召し上がり 
          いただけます。 
■申 込 先   (一社)米子観光まちづくり公社  
          電話番号 0859-21-3007 
           

米子城跡から眺める満天の星 

錦海の夕景 

米子市街地の夜景 

 ○米子城スターウォッチングツアー 

星取会席 

 米子駅 下り   7:46着／ 8:18発  ※土・火曜日（火は7:56発） 
       上り  17:38着／17:48発 ※土・水曜日 



米子駅（鳥取県） 

 米子駅 下り   7:46着／ 8:18発  ※土・火曜日（火は7:56発） 
       上り  17:38着／17:48発 ※土・水曜日 

 ○米吾「銀河特製弁当」の販売 

■商品内容   
 ・星空舞使用銀河特製幕の内弁当 1,000円（税込） 
  ・星空舞おにぎり 「竹の子ご飯とのどぐろ」 「若菜と境港銀鮭」  
   1個 200円（税込） 
 ・吾左衛門鮓5切れセット（銀河掛け紙ver.）1,200円（税込） 
 
■購入方法   
 ・銀河運行日の土・火・水曜日に販売（要予約） 
 ・購入方法、受け取り方法の詳細は、決まり次第お知らせいたします。 
  

星空舞使用 銀河特製幕の内弁当 

 銀河の運行を記念して、「特製幕の内弁当」をご用意しました。紅ズワイ蟹、銀鮭、ハタハタ、烏賊等の海の幸
をはじめ、大山鶏、砂丘らっきょう、メロン、木の芽と、おかずの具材のほとんどは鳥取県産の物を使用しています。 
また、朝食にぴったりの「おにぎり」もご用意。 
 お米は、鳥取県産の新しい品種「星空舞（ほしぞらまい）」を使用しています。 

※写真はイメージです。 
※仕入れ状況等によりメニューを変更することがあります。 
 また、細部については実物と異なる場合があります。 



 松江駅 下り  ８:45着／  8:48発 ※土・火曜日 
       上り 16:37着／17:05発 ※土・水曜日 

 ○まつえ若武者隊によるお出迎え・お見送り（平日のみ） 

 普段、松江城にお越しの観光客をおもてなしする「まつえ若武者隊」。
「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の到着・出発に合わせて、松江
駅で、お出迎え・お見送りをします。 

松江駅（島根県） 

 ○一文字家「銀河特製駅弁」の販売 

■商品内容   
  ・「銀河」一番星弁当 1,500円（税込） 
■販売場所 
  松江駅（シャミネ松江店内）「一文字家」（9:00～18:00） 
■購入方法 
  ・購入方法、受け取り方法の詳細は、決まり次第お知らせいたします。 
  ・銀河にご乗車にならないお客様もお買い求めいただけます。 
   ※毎日販売（予約不要） 
   ※数量限定です。確実な購入をご希望の場合は、前日の12時 
    までにご予約ください。 申込先：0852-22-3755（一文字家） 

 ロマン溢れる新しい寝台特急「銀河」に相応する、オールスター駅弁をしつらえました。一文字家のあれも
これも食べたいお客様の願いを叶えてくれる正に”一文字家オールスター駅弁です。 

「銀河」一番星弁当  

※写真はイメージです。 
※仕入れ状況等によりメニューを変更することがあります。 
 また、細部については実物と異なる場合があります。 



 松江駅 下り  ８:45着／  8:48発 ※土・火曜日 
       上り 16:37着／17:05発 ※土・水曜日 

松江駅（島根県） 

 ○彩雲堂「鉄道羊羹 銀河」の販売 

■商品内容   
  ・「鉄道羊羹 銀河」 1,250円（税込） 
 

■販売場所 
  松江駅（シャミネ松江店内）「彩雲堂シャミネ店」 
 

■販売時間   
  9:00～18:00 
 

■購入方法 
  毎日販売（予約不要） 
  ※銀河にご乗車にならないお客様もお買い求めいただけます。 
   

広大な宇宙を駆け巡る特急列車の姿をイメージして創製した限定羊羹です。 

「鉄道羊羹 銀河」  

※写真はイメージです。 



 松江駅 下り  ８:45着／  8:48発 ※土・火曜日 

松江駅（島根県） 

 ○松江市内の宿泊施設利用！メイク＆入浴＆朝食プラン 

 観光にはちょっと早い・・・。せっかくならこの時間を有効に使って
リフレッシュしませんか？利用当日の午前1:00まで予約可能 
なので、「銀河」乗車後でも予約できます！ 

施設名 

料金（一人あたり・税込） 

アクセス 予約方法 
入浴 

(タオル付) 
パウダー
ルーム 

チェック 
アウト Aプラン 

朝食なし 
Bプラン 
朝食付き 

①松江ニュー 
 アーバンホテル 

1,000円 2,000円 
松江駅よりバスで 
約8分、徒歩2分 

TEL：0852-23-0003 
LINE：(「松江ニューアーバン

ホテル」で検索） 

温泉 
和室 
※２ 

午前
11：00 

②松江アーバン 
 ホテル 

880円 1,980円 松江駅より徒歩3分 
TEL:0852-22-0002 

LINE：(「urban0102」で検索） 
シャワー 

女性専用 
ラウンジ 

午前 
11:00 

③松江エクセル 
 ホテル東急 

3,000円 
※１ 

松江駅より徒歩3分 TEL:0852-27-0109 
ユニット
バス 

洋室 
※３ 

午前
11：00 

 ※１ お一人様でのご利用の場合、4,000円となります。 
 ※２ 複数グループでのご利用になる場合もございます。 
 ※３ １グループ１部屋利用となります。 



 根雨駅 上り 18:25着／18:58発  ※土・水曜日 

金持神社の縁起物 
黄色いハンカチ 

1,200円 

金持万札黄扇子 
2,200円 

金持神社分祠イメージ 

 ○日野町特産品等の販売 

根雨駅（鳥取県） 

※記載は2020年度改定価格 

 金持（かもち）神社（日野郡日野町金持74）  
  天之常立尊を御祭神とする全国でも数少ない神社で、その名の通り 
 金運・開運祈願にご利益あり 
  アクセス：JR根雨駅から車で約7分 
  由   来： 
   810年出雲の神官の次男が、伊勢神宮参拝のためこの地を通りかかったところ、 
  お守りとして身につけていた神前の根付の玉石が急に重くなりました。そして、この地に 
  宮造りするよう神夢があったので、宮造りしたと伝えられています。 
   金持郷は、昔、黄金より勝ると言われた「玉鋼」の産地で、原料の真砂鉄が採れる 
  谷を多く所有し、金具の文字で表されているように、鉄(てつ)のことを金(かね)と読んで 
  いた事から、金の採れる谷を多く持つ郷「金持」と呼ばれるようになったと伝えられています。 

 「WEST EXPRESS 銀河」運行期間中、期間
限定で根雨駅の待合室に金持神社の分祠を設置
します。 また、金運・開運祈願にご利益があるとい
われている金持神社の縁起物グッズの販売をおこな
います。 

 ○金持神社分祠の設置と縁起物グッズの販売 

 海藻米、はぶ茶、しいたけ、えごま油など町特産品や、町公式キャラクターをあしらった土
産物等の販売をおこないます。 



 ○星取県 星空案内用ＶＲゴーグル 

 どの市町村からも天の川が見え、流星群の時期でなくても流れ星が見えやすい鳥取県は、夜空を見上げれば
星に手が届きそう。そんな鳥取県を楽しんでいただきたいという思いをこめて、鳥取県は「星取県（ほしとりけ
ん）」と名乗っています。 
 ご乗車される皆様に、天候や時間帯に関わらず、星取県の美しい星空を楽しんでいただけるよう「星取県 星
空案内用ＶＲゴーグル」を準備しています。 
 

星取県VR動画の一場面（鳥取砂丘の星空） VRゴーグル装着イメージ 

車内フリースペース（鳥取県） 

 【視聴できるＶＲコンテンツ】 
  ■星取県の星空案内（6分40秒）  〔撮影地：大山、鳥取砂丘、さじアストロパーク〕 
    鳥取ふるさと大使でもある上田まりえさんのナレーションによる星取県の星空案内が楽しめます。 
  ■星取県の星空を眺めてみよう（1分）  〔撮影地：大山〕 
    BGMを聴きながら、ゆったりと星取県の星空を楽しめます。 
  ■星取県ならではの星空ストーリー（5分26秒） 
    「北極星」 ナレーション：清水理沙  星取県の星空映像を見ながら、心温まるお話が楽しめます。 



○観光パスポート「銀河パスポート」の配布 
 沿線の各種施設で様々な特典や割引などを受けることが出来る観光パスポート「銀河パスポート」を、4号車フ
リースペースに掲出します。（お一人様1枚に限ります。） 

  
 特典（一例） 
  ・大正7年創業の銭湯「米子湯」で入浴の方に石鹸プレゼント（米子市）    
  ・米子市国際観光案内所で「風景&鉄道ポストカード」（１枚）プレゼント（米子市） 
  ・「安来節演芸館」観賞料100円引き（安来市）  
  ・玉造温泉「美肌温泉ボトル」プレゼント （松江市）  
  ・出雲市駅構内お土産物店「すうべにあ出雲」でのお買い物割引（出雲市） 

 「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」ご乗車のお客様に、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の山陰運行を
記念したオリジナルの「温泉手ぬぐい」をプレゼントします。（お渡しはお一人様1枚に限ります。） 
 

○銀河オリジナル「温泉手ぬぐい」プレゼント 

駅 配布箇所 引換時間 

米子駅 米子市国際観光案内所 9:00～18:00 

安来駅 安来市観光案内所 8:00～17:00 

松江駅 松江国際観光案内所 9:00～18:00 

出雲市駅 出雲市駅観光案内所 9:00～17:00 

山陰エリア 

※イメージ 



米子駅（鳥取県） 

白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース 
 境港みなとターミナルから日野川河口までを結ぶ全長約１６ｋｍのルートは、青い日本海と雄大な大山を眺め
ながらゆったりと走ることができる初心者向けのコースで、松林の木陰や初夏に咲くハマナス（天然記念物）といっ
た豊かな自然を楽しむことができる。美保湾展望台から一望できる白砂青松、夢みなとタワー、日本海、大山のパ
ノラマは圧巻！ 
 

 2020年に開発100周年を迎える皆生温泉では、3月22日に
全線開通した「白砂青松（はくさせいしょう）の弓ヶ浜サイクリン
グコース」を爽快に走ることができる「レンタサイクル」の利用料金を
大人500円引き、小人250円引きでご利用いただけます。 
 クロスバイクなどスポーツ自転車を20台ご用意しています。 
■営業時間   ８:30～18:00 
■通常料金   1日あたり1,000円/台 
■レンタル場所 米子市観光センター(米子市皆生3-1-1） 
          JR米子駅から路線バスで約20分 
          皆生温泉観光センター下車 
 

 ○「皆生温泉レンタサイクル」割引 

※銀河パスポートをご呈示ください。 
※「松江レイクライン1日乗車券」「安来駅レンタサイクル割引」「皆生温泉レンタサイクル割引」は 
  お一人様いずれか1回に限ります。 

 米子駅 下り   7:46着／ 8:18発  ※土・火曜日（火は7:56発） 
       上り  17:38着／17:48発 ※土・水曜日 



 安来駅 下り  ８:26着／  8:28発  ※土・火曜日 
         （火は8:04着）  
       上り 17:27着／17:29発   ※土・水曜日 

安来駅（島根県） 

○「安来駅レンタサイクル」割引 

○手荷物預かりサービス（有料） 

 安来駅構内の安来市観光案内所では、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 
銀河」のお客様限定で、足立美術館や月山富田城跡、清水寺など、市内
の観光に便利な「レンタサイクル」の利用料金を大人500円引き、小人250
円引きでご利用いただけます。電動アシストタイプ4台を含む8台の自転車を
ご用意しています。（安来サイクリングロードマップ付き） 
 ■営業時間 8:30～18:00 
  ※「銀河」運行日は、8:00～18:00 
 ■通常料金 4時間まで500円／台（電動は2時間まで500円／台） 
  ※１時間超過ごとに100円追加 

 安来駅構内の安来市観光案内所では、通常の営業時間前にお荷物を
お預かりします。コインロッカーに入らない大型スーツケースも可能です。 
 ■料金 500円／個 
 ■時間 8:00～18:00（銀河運行日） 
   ※通常の営業時間 8:30～17:00 
 

※銀河パスポートをご呈示ください。 
※「松江レイクライン1日乗車券」「安来駅レンタサイクル割引」 
  「皆生温泉レンタサイクル割引」はお一人様いずれか1回に限ります。 



 松江駅 下り  ８:45着／  8:48発 ※土・火曜日 
       上り 16:37着／17:05発 ※土・水曜日 

松江駅（島根県） 

 ○ぐるっと松江レイクラインバス「一日乗車券」プレゼント 

 「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」ご乗車のお客様に、松江観光に大変便
利な「ぐるっと松江レイクラインバス」の1日乗車券をプレゼントします。 
 ■お渡し場所：松江国際観光案内所 

 松江城、小泉八雲記念館、武家屋敷、堀川遊覧船、県立美術館、 
  松江歴史館、松江ホーランエンヤ伝承館、小泉八雲旧居、明々庵 
 宍道湖遊覧船はくちょう号、月照寺 等 

※銀河パスポートをご呈示ください。 
※「松江レイクライン1日乗車券」「安来駅レンタサイクル割引」 
  「皆生温泉レンタサイクル割引」はお一人様いずれか1回に限ります。 

 また、1日乗車券を以下の施設でご提示いただくと、観光施設が割引料金でご
利用いただけます。   



 出雲市駅 下り   9:31着  ※土・火曜日  
         上り  16:00発   ※土・水曜日 

出雲市駅（島根県） 

○出雲大社ご参拝ガイド 100円引き 

 地下１８００メートルの湯脈からお湯をひき、２０種類もの効能がある天然温泉「らんぷの湯」では、フェイスタオルを
無料でプレゼントいたします。JR出雲市駅から徒歩１分のところにあり、大社参拝前に心身をリフレッシュいただけます。 

 約９０分をかけて出雲大社をご案内する「出雲大社ご参拝定時ガイド」を１００円引きでご利用いただけます。 
 ■催行日 土・日・祝日のみ  ※今後の状況によって変更の可能性があります 
 ■出発時間 １回目10:00～、２回目13：00～ 
 ■通常料金 500円（中学生以上） 
 ■定員 15名  ※定員に達した場合ご参加いただけない場合があります 
 ■ガイド方法 ワイヤレスガイドシステム(耳掛けイヤホンタイプ）※使用毎に消毒 
 ※銀河パスポートをご呈示ください。 
 

○出雲駅前温泉らんぷの湯 フェイスタオルプレゼント 

■営業時間 10:00～22:00 （最終受付は21:30まで） 
■定休日 第一水曜日のみ   (祝日の時は翌週の水曜日) 
※銀河パスポートをご呈示ください。 
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