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姫路
津山市

湯梨浜町

兵庫県姫路市と鳥取県東伯郡湯梨浜町を結ぶ国道179号（延長約150㎞）の
うち、美作の国（岡山県津山市・鏡野町）と伯耆の国（鳥取県三朝町、倉吉市、
湯梨浜町）の間には豊かな自然や数多くの観光スポットがあり、苫田ダムの
建設などにより道路整備が進みとても便利になりました。そこで、この区間を
「伯美179ロマンの道」と名付けました。たくさんある観光スポットや特産品
の中からあなたのお気に入りを是非見つけてください。

懐かしい風景に出会い、新しい感動にときめくロマンの道。

■湯梨浜町商工会
鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島501-1
TEL：0858-32-0854 FAX：0858-32-0893
http://www.tori-skr.jp/yurihama-sci/

■鏡野町商工会
岡山県苫田郡鏡野町竹田747
TEL：0868-54-3311 FAX：0868-54-3312
http://kagaminosci.com/

■倉吉商工会議所
鳥取県倉吉市明治町1037-11
TEL：0858-22-2191 FAX：0858-22-2193
http://www.kurayoshi-cci.or.jp/

■津山商工会議所
岡山県津山市山下30-9
TEL：0868-22-3141 FAX：0868-23-5356
http://www.tsuyama-cci.or.jp/ ■三朝町商工会

鳥取県東伯郡三朝町三朝973-1
三朝温泉ほっとプラ座内
TEL：0858-43-3131 FAX：0858-43-2929
http://www.tori-skr.jp/misasa-sci/

http://hakubi179.com

伯美179ロマンの道
振興協議会

地酒
寒風が吹きぬける山陰
の冬が育み、杜氏蔵人
衆の技で醸しだされる
伯耆の美禄。

山田養蜂場の蜂蜜
を使った製品
蜂蜜入りのお菓子やドリンクなど健康
に良い魅力的な商品が多数あります。
地元の直売店などで購入できます。

地酒
酒蔵が多く清流の地
として古来より受け
継がれた伝統の地酒
が揃います。

江戸時代末期より生産
された倉吉絣。複雑で精
巧な模様が特徴です。

清流・加茂川の名水
と厳選素材で生まれ
た美しい黄金色の地
ビール。

作州津山地ビール

田舎みそ
根強いファンを持つ
コクと香りが自慢の
万能味噌。

ひらめ（アマゴ）
川魚の女王、アマゴの加工
品も鏡野町の名産です。

倉吉絣

作州絣
作州（美作国）で織ら
れた手織りにこだ
わった絣（かすり）で
す。素朴な柄と手触
りが人気の郷土工芸
特産品です。

いちま（くらや）
ふっくらした皮に
自慢の餡をはさん
だ津山を代表する
銘菓です。

湯梨浜町

倉吉市

打吹公園だんご
明治13年創業の倉吉を代表する
お菓子。名物にうまいものあり！！

極実スイカ
二十世紀梨
プリンスメロン
倉吉特産のフルーツは
お土産の定番です。

鏡野町

鳥取県産きぬむすめ
米の食味ランキング4年連
続特Aを取得。三朝の豊か
な谷が引き起こす寒暖差が
おいしさの秘訣！

※写真は一部イメージ写真です。※商品のデザインは変更になる場合がございます。※季節限定商品もございます。

伯耆国と美作国を結ぶロマンの道

津山市

干し肉
塩もみした肉を天日
干しにし熟成させた
津山の名物です。

塩もみした肉を天日
干しにし熟成させた
津山の名物です。

ピオーネ
鏡野町のピオーネは
甘く香りも良いと好
評です。

辛美人ドレッシング
日本古来の唐辛子（姫とうが
らし）を使ったドレッシング。

地大豆「神倉大豆」加工食品「神シリーズ」
三朝でしか栽培されていない地大豆。大豆イソフ
ラボンが通常の品種と比べ2倍弱、味わいが豊か
なのが特徴。

三朝町

三朝みすと
三朝温泉の源泉を100%詰め込んだ化粧水。
すぐれた浸透力と保湿力で日本一売れている
温泉化粧水です。

とちもち
餅にとちの実を練
り込んでいます。
山陰を代表する銘
菓です。

スイーツ甘酒
三朝の酒蔵が作る甘酒は絶品。米を贅沢
に削り､雑味のないすっきりした味わいが
特徴でおすすめです。

甘く果汁たっぷりでみずみ
ずしい鳥取県を代表する
果実です。

二十世紀梨

十萬石（大文字本舗）
柔らかな餅に小豆のこしあん
を入れ、独自の製法で京麸を
上下にあわせたお菓子です。

おみやげ・特産品

インスタ映えする

撮影スポットも

いっぱい！

179

伯耆の国

美作の国

倉吉市
湯梨浜町

三朝町

鏡野町 津山市 よりみち
マップ

ROMANTIC ROUTE

料理自慢
（中原醤油）
カツオをふんだん
に使った濃厚だ
し醤油です。
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野花梅（のきょううめ）
大きいものは5㎝にもなる
大玉の梅です。加工品は「げんき
梅」として販売しています。

湯梨浜いちご
山陰の厳しい寒さ
の中でじっくり熟
成されたイチゴは
濃厚な甘さで人気
があります。

東郷湖のしじみ
汽水湖で育った大粒のしじみは
味が良く、その色つやにより「黒
いダイヤ」と呼ばれています。

ピオーネ（ブドウ）
砂丘地で栽培された大粒
で甘みたっぷりの種なし
高級ブドウ。

山陰東郷
（福羅酒造）
昔ながらの手法を
守り丹精込めて育
て上げた、辛口で
スッキリした究極
の日本酒です。

津山ホルモンうどん
新鮮なホルモンに味噌ベースのタレと、
うどんを絡め鉄板の上でジュウジュウ焼
きます。タレは店舗により味が違うため、
様々な味を食べ比べして楽し
めます。

津山ロール
100％津山産の小麦「ふくほのか」を使
い、地元和洋菓子店がそれぞれ、黒豆、サ
クラ、モモ、自然薯など、地元の食材を
使って趣向を凝らして創りあ
げました。

00山弁シリーズ
地元でとれた旬の食材を使った季節ごと
の「山弁シリーズ」春・秋・冬の期間限定
で、土・日・祝日のみ「道の駅」他で販売。
6個以上は平日でも予約
販売いたします。

☎0868-52-0711

00神の食卓
イソフラボン約2倍「神倉大豆」、特A取得
「きぬむすめ」、ご飯粒がくっつきにくい茶
碗「白狼焼」…三朝の自慢を集めました。

三朝温泉観光協会
☎0858-43-0431

牛骨ラーメン
鳥取県のご当地ラーメン。倉吉市には牛
骨ラーメンを提供する様々なお店が集中
しています。牛骨でとった香ばしいスープ
と牛脂の甘さが特徴のラーメ
ンはクセになるおいしさです。

00げんき梅シリーズ
実が大きく、果肉の厚い湯梨浜産の野花梅
（のきょううめ）を使いジャムやゼリー、甘酒
やみそ等「げんき梅」商品を展開。梅は疲
労回復や女性にうれしい効果
があり「人のげんきは町のげ
んき」をコンセプトに、地域の
げんきを創り出しています。

鏡野町観光協会

鏡野町津山市 津山市

三朝町 湯梨浜町倉吉市

25 ゆりはまウォーキングリゾート
町内に7つのウォーキングコースがあり
ます。特に東郷湖周コースは、日本ノル
デックウォーク連盟日本初の公認コース
です。様々な体験と自然を感
じながら歩いてみよう。

☎0858-32-0854

26 鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館
日本で唯一の「梨」をテーマとした展示施
設。梨に関する歴史や産業、栽培などを
中心に展示。梨の試食もでき、おいしさと
楽しさで大人から子供まで大
人気の施設です。

☎0858-23-1174

27 倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館
打吹公園内にあり、郷土ゆかりの作品や
郷土の歴史・考古民俗資料が多数展示し
てあります。

☎0858-22-4409

29 妖精の森ガラス美術館
世界的にも珍しいウランガラスを展示す
る美術館と、ガラス制作を行う工房と、さ
らに色々なグッズをそろえた、ガラスのア
ミューズメントスペースです。

☎0868-44-7888

30 津山洋学資料館
幕末から明治初期にかけて優れた洋学者を
輩出した津山藩。西洋の内科医学を始めて
紹介した、宇田川玄随や、幕末に活躍した箕
作阮甫など津山ゆかりの蘭学
者らの資料を展示しています。

☎0868-23-3324 

湯梨浜町商工会

鏡野町 津山市

湯梨浜町 倉吉市 倉吉市

19 潮風の丘とまり
グラウンドゴルフ発祥の地であり、雄大な日本海
を眺めながら専用コースで存分にプレーを楽し
めます。また、340ｍのスーパースライダーや芝
生の多目的広場もあり、自然を感じ
ながら1日楽しめるスポットです。

20 湯の街ギャラリー
三朝温泉本通りを中心に大小合わせて約
20カ所あるギャラリーは、温泉街をぶらぶ
らと散策しながら見て楽しめる「回遊型ギャ
ラリー」です。三朝の伝統行事
である「陣所」を紹介した「陣所
の館」などがあります。

21 三朝バイオリン美術館
バイオリンの製作と演奏をテーマとした
美術館です。一階は弦楽器製作の展示、
二階はコンサートホールになっています。

22 清流遊YOU村
イワナ、ヤマメ、ニジマスなど清流釣りや、
つかみ取りが堪能でき、バーベキューコー
ナーでは新鮮なお魚が美味しくいただけま
す。家族で、仲間で美しい
清流を満喫してください。
☎0858-45-1015

23 恩原高原スキー場
眼下には恩原湖が望め、岡山県一広いゲレ
ンデにはナイター設備・スノーエスカレー
ター等が整備されており上級者からお子様
まで楽しめます。

☎0868-44-2808

24 グラスハウス（グリーンヒルズ津山）
一年中遊泳できる岡山県内最大規模の温
水プール施設です。ドーム内には長さ90m
のウォータースライダーや温泉利用のジャ
グジー、サウナ、リラクゼーション
プールなどがあります。

☎0868-27-7140

☎0858-43-3131三朝町商工会☎0858-34-3217
潮風の丘とまり

鏡野町 津山市

三朝町

三朝町湯梨浜町

倉吉市

MAP D-1

MAP D-6MAP D-3MAP B-3

7 倭文神社（しとりじんじゃ）
古くから伯耆国の一宮として信仰を集め、
安産の神様として知られています。大国主
命の娘、下照姫命が出雲からこの地に着き
住居を定めたとされ、現在で
は「女子力アップのパワース
ポット」として人気です。

8 倉吉打吹玉川伝統的建物群保存地区
国指定重要伝統的建造物群。本町通りと玉
川の川端を中心とした商家の店舗兼住宅、
土蔵等建造物群です。玉川に架かる石橋の
景観が倉吉独特の歴史的景観
であり、明治後期から昭和初期
の建物が多くみられます。

9 三徳山 投入堂（なげいれどう）
役行者が法力で岩屋に投げ入れたと言
われる御堂です。近づく道すらない、垂直
な崖に浮かぶとも建つとも表現しがた
い、優美な姿をかもしだして
います。

☎0858-43-2666☎0858-32-1985

10 旧森江家
藁屋根の農家の遺構。17世紀に建てられ
たと推測され、民家としては最も年代の古
いもののひとつで国の重要文化財に指定
されている。内部には地域の民族資料を展
示しています。
鏡野町富振興センター
☎0867-57-2111

11 津山城（鶴山公園）
津山のシンボル「津山城」。春には桜がまる
で雲海のように咲き誇り、西日本有数の桜
の名所となっています。新緑、紅葉、雪景
色、と季節ごと艶やかな姿で
心を潤してくれる場所です。

☎0862-22-3310

12 城東重要伝統的建造物群保存地区
古来の城下町らしい姿を色濃く残す城東む
かしまち。伝統的な建築様式を残す町屋が
軒を連ねた懐かしい風景が残っています。
作州城東屋敷、城東むかし町屋
など見どころがあります。

☎0862-22-3310

三徳山総合案内 三佛寺

津山観光協会津山観光協会

鏡野町 津山市津山市

三朝町湯梨浜町 倉吉市

MAP C-5

MAP D-2

13 ハワイゆーたうん（ハワイ温泉）
モダンな外観と、ガラス張りの高い天井で
開放的な入浴施設です。ひとりでも家族で
も気軽にゆったりと利用できます。
お子様にも安心な深さ40㎝
のお風呂もあります。

☎0858-35-4919

14 ゆアシス東郷 龍鳳閣（東郷温泉）
豊富なお湯を利用したスパリゾート。水着で
入るバーデゾーンと、水着なしの中国風呂
があります。食事処やトレーニングルーム等
のリフレッシュできる施設が
充実しています。

☎0858-32-2622

15 せきがね湯命館（関金温泉）
本格的な岩風呂・木風呂・露天風呂など8種
類のお風呂が楽しめる温泉施設です。
館内には郷土料理が楽しめるお食事処やリ
ラックスコーナーもあります。

☎0858-45-2000

16 河原風呂（三朝温泉）
だれでもいつでも利用できる河原風呂は三
朝橋のたもとにあります。三朝川の清流を
眺めながら温泉をゆったりと楽しめます。
足湯も隣接してあり、どちらも
無料です。
三朝温泉観光協会
☎0858-43-0431

17「天空の湯」（のとろ温泉）
標高700mの大自然に包まれたロケーショ
ンで、四季折々の豊かな自然を楽しみなが
ら、ゆっくりかけ流しの温泉をお楽しみいただ
けます。食事処で郷土料理も
お楽しみください。

☎０８６８-５２-２６５１

18 花美人の里（奥津温泉）
日帰り温泉施設「奥津温泉花美人の里」。
木を生かし、開放的な高い天井がやすらぎ
の時をあたえてくれます。ゆったりとした至
福の時間をお楽しみください。

☎0868-52-0788

湯梨浜町

三朝町 鏡野町 鏡野町

湯梨浜町 倉吉市

MAP B-5

MAP B-3

1 今滝
落差44mの今滝は昔より信仰と修行の場と
して尊ばれてきた神秘の場所です。見上げれ
ば老樹に囲まれた大滝が圧巻のスポットです。
4月末から11月末まで滝壺横で
「滝床料理」も楽しめます。

☎0858-35-5383

2 打吹山
標高204m。倉吉市のシンボルとして市民に
愛されています。散策道、展望台、あずまやな
どがあり「森林浴の森100選」にも指定され
ています。麓には、『日本さくら名
所100選』『日本の都市公園
100選』に選ばれた打吹公園も
人気スポットです。

3 小鹿渓
三徳川の支流、小鹿川の上流に見られる
約4㎞に渡る渓谷で、岩肌を勢いよく流
れ落ちる滝や淵、奇岩が素晴らしい国指
定の名勝。四季折々の自然が見事で、鳥
取県有数のハイキングコースです。

4 岩井滝
深い森に囲まれた場所にあり、滝の上部
に岩盤が突き出て岩屋が形成され、滝
の裏側からも流れ落ちる清水を眺めら
れるところから「裏見の滝」
とも呼ばれています。
鏡野町 産業観光課
☎0868-54-2987

5 衆楽園
津山藩2代藩主・森長継が京都から作庭
師を招いて造営した近世池泉廻遊式の大
名庭園です。春の桜、夏の睡蓮、秋の紅
葉、冬の雪景色。季節ごとに調
和の取れた美しい庭園です。

☎0868-32-2082

6 津山まなびの鉄道館
津山まなびの鉄道館は、わが国に現存する
扇形機関車庫の中で２番目の規模を誇る
「旧津山扇形機関車庫」や収蔵車両を中心と
するさまざまな展示と憩いの
施設で構成されています。

☎0868-35-3343

湯梨浜町観光協会

鏡野町 津山市 津山市

三朝町湯梨浜町 倉吉市

MAP D-3詳細MAP-BMAP C-1

MAP D-3

自然・景色を楽しむ 温泉で癒やされる 学び・体験に感動する
豊かな自然が四季折々の表情を見せてくれます。 様 な々スタイルで温泉を楽しめる施設も充実。

ここでしか食べられないとびきりのご馳走。ワクワクする遊びをいっぱい楽しもう。歴史を感じる懐かしい風景が待っています。

新たな発見や感動が人を豊かにする。

ご当地グルメを食べ歩きレジャーを楽しむ歴史・文化を感じる

詳細MAP-E詳細MAP-E

詳細MAP-A 詳細MAP-B

詳細MAP-E詳細MAP-E

詳細MAP-C

詳細MAP-C 詳細MAP-E

詳細MAP-B詳細MAP-B東郷湖周辺詳細MAP-A

詳細MAP-D

詳細MAP-A

詳細MAP-C

倉吉博物館

（株）未来奥津（みらくるおくつ） （株）花美人の里
妖精の森ガラス美術館

鏡野町産業観光課 ☎0868-54-2987

恩原高原スキー場

（一財）上斎原振興公社 ☎0868-44-2657

28 陶芸・織物工房（ふるさと健康むら）
草木染めした糸を使ったはた織り体験は小
さいコースターなら20分で完成します
（600円）。三朝を代表する陶芸「白狼焼」
を形作る工程も体験できます。
（1作品2,000円）

☎0858-43-1116

三朝町

詳細MAP-C

ふるさと健康むら

☎0858-43-3111

女子力アップを願う
お守りが人気です。

津山市 観光振興課 津山まなびの鉄道館

管理釣り場 ☎0858-45-2900

MAP C-4

せきがね湯命館（ゆーめいかん）

日本のさくら
100選

※パンフレットに掲載のQRコードは、読み取りする携帯電話、タブレット端末の機種やアプリ、ブラウザーの種類によっては表示されない場合もございます。表示されない場合は検索サイト等をご利用ください。
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MAP●E 津山市中心部

打吹公園

天神川

打吹山
至
三
朝

●倉吉市役所

倉吉博物館
倉吉歴史民俗資料館

倉吉打吹玉川
伝統的建物群保存地区 鳥取

二十世紀梨
記念館
なしっこ館

8

26

27

2 179

179

MAP●B 倉吉市中心部

道の駅・情報館

（えんちょうえん）

道の駅はわい MAP C-1

東郷湖や中国山地が一望でき、風光明媚
な景観が味わえます。農産物や水産物の
直売所やコンビニもあります。日本海に
沈む夕日も必見。駅舎の西側には「ハッ
ピードーム」があり、願い事を書き込み
ドームに結びつけて鐘をならすと、願いが
叶うと言われています。

☎0858-35-3933

営
業
時
間

Ｐ

レストラン
8：30～18：00（無休）
農産物売店
9：00～18：00（無休）
水産物売店
9：00～16：00（無休）
コンビニ
6：00～23：00（無休）
普通車56台
（身障者用4台）
大型車17台

https://www.yurihama-kankou.jp/

道の駅燕趙園 MAP C-2

「中国庭園燕趙園」に隣接。地元湯梨浜町
の梨や新鮮野菜、特産の梅（野花梅）の加
工品が揃います。また中国雑貨や山陰銘
菓も充実。飲食コーナーでは牛骨ラーメ
ンや梨ソフトクリームが人気です。
レストランでは中国人シェフが腕をふるう
本格中華バイキングが楽しめます。

☎0858-32-2184
営
業
時
間

休

Ｐ

レストラン
11：00～21：00
お買い物処
9：00～17：00

無休

普通車245台
（身障者用3台）
大型車22台

https://www.encho-en.com/

年間イベントスケジュール年間イベントスケジュール年間イベントスケジュール年間イベントスケジュール年間イベントスケジュール

●野花梅渓散策ツアー（3月初旬～中旬）
●ハワイアンフェスティバル（7月）
●湯梨浜夏祭り（7月中旬～下旬）
　綱引き大会・水郷祭・とまり夏まつり
●東郷湖ドラゴンカヌー大会（8月中旬）
●ゆりはま大漁まつり（10月初旬）
●中華コスプレ大会（11月）

●ひなめぐり（2月下旬～3月中旬）
●花湯まつり（5月3・4日）
●ホタルの夕べ・カジカガエルの声を聴く夕べ（6月）
●三朝温泉夏まつり（7月下旬～8月）
●炎の祭典（10月最終日曜日）
●三朝温泉町歩き検定（通年）

●長谷観音市（2月第3土・日曜日）
●倉吉春まつり（3月下旬～5月上旬）
●SUN-IN未来ウォーク（6月上旬）
●倉吉打吹まつり（8月第1土・日曜日）

※詳しい開催時期・内容はホームページ等でご確認ください。
■湯梨浜町観光協会
https://www.yurihama-kankou.jp/

※詳しい開催時期・内容はホームページ等でご確認ください。
■倉吉観光マイス協会
https://www.kurayoshi-kankou.jp

※詳しい開催時期・内容はホームページ等でご確認ください。
■三朝温泉観光協会・三朝温泉旅館協同組合
http://spa-misasa.jp

●上斎原神社奉納おんな相撲大会（5月1日）
●布施神社お田植祭〈富地区〉（5月5日）
●鏡野大納涼祭（8月第1土曜日）
●富ひらめまつり（8月最終日曜日）
●鏡野町産業祭り（9月第2日曜日）
●奥津もみじ祭り（10月最終日曜日～11月中旬）
●恩原高原氷紋まつり（2月第1土曜日）

※詳しい開催時期・内容はホームページ等でご確認ください。
■鏡野町観光協会　http://www.kanko-kagamino.jp

●津山さくらまつり（4月1日～15日）
●津山納涼ごんごまつり（8月第1土・日曜日）
●津山城西まるごと博物館フェア（10月上旬）
●津山まつり（10月第3・4日曜日）
●津山城東むかし町（11月第1日曜日）
●津山お城まつり（11月中旬～下旬）

※詳しい開催時期・内容はホームページ等でご確認ください。
■津山市観光協会 
http://www.tsuyamakan.jp

湯梨浜町 倉吉市 三朝町 鏡野町 津山市
鳥取県の中部に位置する倉吉市。白壁土蔵群「赤
瓦」を中心とした懐かしい町並みは重要伝統的建
造物群保存地区にも指定され、山陰の小京都とし
ても知られており、四季折々の風情を楽しもうと多
くの観光客が訪れています。

世界屈指のラドン泉「三朝温泉」と日本一危ない
国宝鑑賞「投入堂」が日本遺産第一号認定！
古くから名湯と言われ、この地のお湯に浸かり、三
つ目の朝を迎えるころには万病が癒えるという言
い伝えがあるほど。三徳山でカラダと心を清め、
下山後に三朝温泉で癒やされてみませんか？

岡山県北部、鳥取県境に位置する鏡野町は、中国
山地有数の森や渓谷、滝、温泉が多く点在し、その
恵まれた自然環境から、花や野鳥が数多く生息す
るエコスポットです。また町の南部には里山の田園
風景が広がり、心温まる場所として親しまれていま
す。最近ではサイクリングスポットとしても注目を
集めています。

津山市は古くから美作地域の中心であり江戸時代
には津山城の城下町となり栄えました。現在も城
西・城東地区には当時の面影や町並みも残ってい
ます。市内各地には史跡や文化財も多く、特に津山
城跡は鶴山公園として整備され、春には桜の名所
として全国から多くの観光客が訪れます。

東郷湖を中心とした「温泉」「二十世紀梨」「砂浜」
が特色のまちです。東郷湖周辺は歴史的遺産・公
園・スポーツ施設・温泉施設などが充実し、近年は
ウォーキングリゾートとしての取り組みやイベント
が盛んに行われています。また日本海沿いには、
ハワイ・宇野等の海水浴場があり、夏になると県内
外の多くの人で賑わいます。

ご当地キャラクター

湯梨浜町の「はわい」の地名と天女伝説
にちなんだハワイアンな女の子です。
湯梨浜の美しい自然に似合う明るく、元
気な天女です。

ゆりりん ご当地キャラクター

倉吉ゆかりの「里見八犬伝」にちなみ誕生し
ました。白壁土蔵の姿で、町を訪れる人々に
倉吉に「く（暮）らすけえ」といってもらえる様
がんばっています。

くらすけくん ご当地キャラクター

三朝温泉のPRキャラクター。子育て中の「湯
けむり怪獣」です。笑うとポケットの中でお湯
が沸くのでポケットの中の子供怪獣「ビスマ
ス」もすくすく育っています。

ミササラドン ご当地キャラクター

鏡野町の公式マスコット。鏡野町の美しい水
から生まれた「水の妖精」です。四季に合わ
せた4色の羽が有り、妹の「おゆりん」も誕
生しました。。

みずりん＆おゆりん ご当地キャラクター

架空の犬種「作州犬」のつや丸は、津山商工会議所
の事業所を守る番犬であり、買い物犬。各種事業を
PRする広報犬（スポークスドッグ）です。

つや丸くん

ハワイ夢広場

ハワイゆ～たうん

至倉吉

至米子

はわい温泉

ゆアシス東郷
龍鳳閣

東郷温泉

倭文神社

山陰道（青谷羽合道路）

東郷湖

13

7

31

14
32

25
松崎

179

MAP●A 東郷湖周辺（湯梨浜町）

9

MAP●C 三朝温泉（三朝町）

陶芸・織物工房
（三朝町ふるさと健康むら）

三朝トンネル

恋谷橋

三朝バイオリン
美術館

至
三
徳
山

至
倉
吉
市
街

河原風呂

かじか橋（足湯）

ほっとプラ座●
観光案内所

三朝川

三朝橋

湯の街ギャラリー
（温泉本通り）

28

21

20

P

16

観
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詳
細
マ
ッ
プ

三朝温泉

まちの
紹介

津山観光センター

道の駅はわい

道の駅燕趙園

179 179 179 179 179

奥津湖を一望できるオープンデッキでふ
るさとの味をゆっくりと味わえるお食事処
です。特産「姫とうがらし」のとうがらし味
噌を使ったラーメンや、地元ならではの麺
類が楽しめます。また「姫とうがらし」をは
じめとして鏡野町の各種特産品を購入で
きます。

4月～11月末
9：00～18：00
12月～3月末
9：00～17：00

営
業
時
間

☎0868-52-2225

Ｐ 普通車155台
大型車4台

休 水曜日、年末年始

みずの郷奥津湖 MAP C-535

カーナビ
最寄りスポット
の登録に便利

詳細マップ○A

詳細マップ○A

道の駅三朝・楽市楽座 MAP C-3

三朝町で育ったお米や、新鮮な野菜、山
菜、そして三朝ならではの特産品や地元
生産者手作りの干物や加工品など、四季
折々のさまざまな商品を販売していま
す。県内外の観光客はもちろん、地元の
人々も利用する「ふれあい」と「やすらぎ」
の道の駅です。

☎0858-43-2286
営
業
時
間

Ｐ

休

3月～11月
8：30～17：30
12月～2月
8：30～17：00

普通車40台
大型車3台

なし
（年末年始を除く）

33

花美人の里

至
津
山

至鳥取

河原の足湯●

●大釣温泉

179

34

18

MAP●D 奥津温泉（鏡野町）

奥津温泉

道の駅奥津温泉

「日本夜景遺産」登録

町内にはたくさんの
ウォーキングコース
があります。
詳しくはホームページを
ご覧ください
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22
清流遊YOU村
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阿波森林公園
大ケ山▲

妙見山▲

中国自動車道

恩原高原
スキー場

小鹿渓

9
三徳山投入堂

岩井滝

辰巳峠

岡山県立森林公園
かみさいばら温泉

美作滝尾駅

美作河井駅

百々温泉

横野滝

奥津湖

倉吉西IC

はわいIC

泊東郷IC
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詳細MAP●C

道の駅三朝・楽市楽座

34

鏡野町

三朝町

交通アクセス

大阪（中国道・池田IC）

姫路（179号線起点）

倉吉市（倉吉市役所）

湯梨浜町（東郷湖はわい温泉）

津山市（鶴山公園）

鏡野町（奥津温泉）

三朝町（三朝温泉）

40分

中国道

津山IC

40分

15分

15分

移動距離、移動時間はおおよその目安です。交通事情・天
候・ルートなどにより多少異なります。無理な計画を立てず
に余裕をもって安全運転でお越しください。

35km

10km

15km

30km

詳細MAP●B

詳細MAP●A

詳細MAP●D
道の駅奥津温泉

みずの郷奥津湖

津山駅

津山市

倉吉市

湯梨浜町

道の駅はわい

道の駅燕趙園

179

人形峠

35

津山IC

詳細MAP●E

津山観光センター

1㎞0 2㎞ 3㎞ 4㎞ 5㎞

山陰道（青谷羽合道路）

津黒高原温泉

天空の湯
（のとろ温泉）
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わ
い
温
泉

東郷温泉
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道の駅奥津温泉 MAP C-4

「美人の湯」と清流と緑あふれる大自然の
中で、ちょっと休んでいきませんか？
お食事処では地元で取れた旬の山菜や新
鮮野菜、地域の特産品をふんだんに使っ
た、地元のおばちゃん達の素朴な味がバ
イキングで楽しめます。

☎0868-52-7178

営
業
時
間

3月～11月末
9：00～18：00
12月～2月末
9：00～17：00
トイレ、駐車場は
24時間利用可

Ｐ
普通車108台
（身障者用4台）
大型車6台

休 無休

http://www.mirakuru.ne.jp/mitinoeki/
34

津山観光センター MAP D-6

美作地方全域の観光パンフレットが豊富
に揃うほかインターネットコーナーもござ
います。市中心部の観光に最適なレンタ
サイクル（2時間400円、一日1,000円）
も用意されています。館内には、みやげも
のコーナーもございます。

☎0868-22-3310
http://www.tsuyamakan.jp/

http://www.town.kagamino.lg.jp/kanko/mizunosato/

4月～9月末
9：00～19：00
10月～3月末
9：00～17：00

営
業
時
間

Ｐ 普通車30台
大型車8台

休 月曜日、12/29～1/1

36

倉見温泉

1

今日はどこに寄り道しますか？ 19

31

32

カーナビ・登録スポット
湯梨浜町観光協会　☎0858-35-4052

カーナビ・登録スポット
倉吉市役所　☎0858-22-8111

カーナビ・登録スポット
三朝温泉ほっとプラ座（観光案内所） ☎0858-43-0431

カーナビ・登録スポット
津山観光センター　☎0868-22-3310

カーナビ・登録スポット
道の駅奥津温泉　☎0868-52-7178

潮風の丘とまり

36

詳細マップ○E

詳細マップ○D


