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１．山陰の観光交通の現状
山陰訪問の主要なゲートウェイは、直行便（韓国、香港）がある米子鬼太郎空港、クルーズ船、定期貨客がある境港、
関西・山陽方面からの鉄道や高速道路(バス、レンタカー)がある鳥取駅、米子駅、松江駅である。
山陰地域内の主要な交通手段は、路線バス、ローカル鉄道、タクシー、レンタサイクル等である。人口減少などによって
採算がとれずに、路線の撤退・縮小により、観光客にとって、観光地訪問までの利便性が損なわれつつある状況で、
いかに効率よく、ストレスフリーに周遊をしてもらうかが課題である。
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◆縁結びパーフェクトチケット：島根県支援
・主に松江、出雲エリアのローカル鉄道、路線バス、空港連絡バスの交通フリーパス 3日間
・入場料金等の割引特典

◆広島→松江 高速バス：松江市支援
・広島ー松江間の片道高速バス

◆鳥取藩のりあいばす乗り放題手形：鳥取県支援
・鳥取県内の路線バス、コミュニティバス、観光バス、一部空港連絡バス 交通フリーパス 3日間
・入場料金等の割引特典

◆まんが王国とっとり満喫周遊パス：鳥取県支援
・県内6箇所の観光施設のフリーパス 4日間

◆鳥取市内タクシー：鳥取市支援
・市内3時間周遊タクシー

◆大阪・関空→鳥取 高速バス：鳥取市支援
・大阪・関空ー鳥取間の片道高速バス

１-２．(参考)各エリア毎の魅力的な交通パス
山陰地域では、両県や自治体が支援し、観光客にとって利便性が高まる取り組みをしているものの、
山陰地域を広域にシームレスでストレスフリーに周遊できるような取り組みが必要。

縁結びパーフェクトチケット

広島→松江
高速バス
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鳥取藩のりあいばす
乗り放題手形

鳥取市内タクシー
¥2,000

大阪→鳥取
関空→鳥取
高速バス

山陰地域を広域に
シームレスでストレスフリーに周遊できる
観光・交通フリーパスの必要性

満喫周遊パス



２．インバウンドのFIT化への対応
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「Visit San’in Tourist Pass」は、山陰訪問観光客(FIT)が山陰地域を広域にシームレスでストレスフリー
に周遊できるサービスを提供し、滞在の延長化を促し、消費拡大を目指す。

観光フリーパス ２次交通フリーパス キャッシュレス決済
山陰主要観光施設
に入場し放題

消費履歴データ行動履歴データ

ローカル電車、路線バスなど
２次交通に乗り放題

お店でQR決済

飲食店やお土産店
などでQRコード決済

マーケティングデータの活用

2次交通に乗り放題

行動履歴データ

Visit San’in Tourist Pass

無料アプリダウンロード
するだけで無料クーポンGet

シームレスでストレスフリーな周遊の実現

主要な観光施設に
入場し放題



３．山陰DMOが目指す広域連携
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Visit San’in Tourist Passを山陰・観光ビジネスプラットフォームとして活用し、
地域の取り組みを効果的に繋ぎ合わせ、より広域にシームレスでストレスフリーな周遊を実現する
と共に、地域課題を解決するための１つのツールとして地方経済活性化に繋げる。

山陰インバウンド機構

「Visit San’in Tourist Pass」
山陰・観光ビジネスプラットフォーム

プロモーション・マーケティング・マネジメント

【地域課題】
誘客

【地域課題】
ナイトタイムエコノミー

【地域課題】
販路拡大【地域課題】

滞在延長

パートナー企業 パートナー企業

地域事業者 地域住民

地域事業者

地域住民



４．Visit San’in Tourist Passによる地域課題の解決
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●安来
人気観光施設訪問客の周辺観光施設への周遊促進

●米子
訪日外国人宿泊客の周辺地元飲食店での消費促進

・米子市、米子市観光協会、米子商工会議所との取り組み
・2月1日から開始
・30店舗の飲食店が参加

・安来市、安来市観光協会との取り組み
・9月13日から開始
・21箇所の観光施設や飲食店の参加

Visit San’in Tourist Passを活用して、地域課題の解決の取り組みを実施中。
観光客のみならず、地域にとっても有益な取り組みであることが重要。



（参考）Visit San’in Tourist Passの機能 ～無料で利用できる機能～
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【地図】

【無料クーポン】

【施設情報】

【現在地から施設まで
の経路検索】

特典を受けることができます。お店で提示されたQRコードを
読み込んでください。

105店舗の飲食店、土産物や、体験
などの特典、割引のクーポン



（参考）Visit San’in Tourist Passの機能 ～有料パス：Attractions Pass～
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・山陰の主要な観光施設に入場し放題。（46施設）
・パス購入場所：山陰現地21か所（観光案内所、宿泊施設、観光施設）

WEB（Japanican(JTB)、香港チケット会社、専用サイト）
アプリ内クレジット決済

●観光フリーパス【Attractions Pass】
山陰地域の主要な観光施設へのフリーパス。

英語、韓国語、中国語(繁体字)を作成



（参考）Visit San’in Tourist Passの機能 ～有料パス：Transport Pass～
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●交通フリーパス【Transport Pass】
山陰地域の主要な観光施設へ訪問するための2次交通フリーパス

・境港、米子、安来、松江、出雲の路線バス、ローカル電車に乗り放題
・パス購入場所：山陰現地15か所（観光案内所、宿泊施設、観光施設）

WEB、アプリ内クレジット決済

英語、韓国語、中国語(繁体字)を作成



（参考）Visit San’in Tourist Passの機能 ～マーケティング～
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アプリインストール及び
ユーザー登録 山陰におけるインバウンド動態データ

次の施策検討へ

観光施設にてQRコード読み込み

ユーザー 日時 緯度 経度
A 2/1 10:00 35.4231 133.3361
A 2/1 11:00 35.5018 133.2476

ユーザー 人数 日時 施設
A 2 2/1 10:00 砂の美術館
A 2 2/1 11:00 渡辺美術館

利用カウント

施設毎の利用に
応じた精算
など

ユーザー 国籍 登録日時 人数
A 韓国 1/15 20:00 2



案2

案1

（参考）Visit San’in Tourist Passを使ったMaaSの取り組み
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●多区間交通料金 キャッシュレス決済
現在の交通フリーパスにキャッシュレス決済を組み合わせることで、地域住民向けのサービスに展開できる。

A地点 B地点

整理券をとる 整理券に記載の番号に応じた
料金をスマホに入力した後、
バスのQRコードを読み込む。

バス乗車時に
QRコードを読み込む

A地点 B地点

バス降車時にQRコードを読み込み
距離に応じた交通料金のQR決済
を行う。

整
理
券

・従来の整理券によるオペレー
ションとほぼ同じなので、利用
者にとってはなじみやすい。
・現金での支払いも継続しなが
ら、キャッシュレス決済の導入も
可能。(店舗決済と同じ動き)
・料金表との連動や端末を用意
するコストは不要。QR決済の
仕組みとバス毎QRコードを用
意するコストのみ。

・整理券取得の代わりにバス乗
車時にバスに附属したQRコー
ドを読み込む。
・料金表との連動が必要。
・それ以外には、QR決済の仕
組みとバス毎QRコードを用意
するコスト。
(端末コストは不要）
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