
 

 

 

  

 

 

１ 食のみやこ鳥取県プレゼントキャンペーン 

鳥取県では総額５００万円相当の特産品が、毎週抽選で当たるキャンペーン

を開催します！ 

年末年始からの大雪でなにかとマスコミ等をにぎわした鳥取県ですが、現状

では、すでに交通機関や幹線道路等の交通アクセスも平常どおりとなってい

ます。そこで、安心して冬の魅力満載の鳥取県にご訪問いただきたく「元気い

っぱい鳥取県」食のみやこ鳥取県プレゼントキャンペーンを実施します。 

冬の鳥取県は、松葉がになど海の幸などが特に美味しい時期であり、スキー

などのウィンタースポーツも充実しています。同キャンペーンにあわせ、魅力

満載の鳥取県に訪問していただき、ついでに特産品もゲットしてください！ 

■ キャンペーン期間／ 平成２３年２月１４日（月）から３月２１日（月・祝）まで 

■ 主催／鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合・鳥取県 

■ 実施方法／ 

（１）宿泊者に対して、プレゼントキャンペーンの応募用紙を交付 

※２月１４日（月）の宿泊者から３月２１日（月・祝）の宿泊者までが対象 

（２）宿泊者は応募用紙に必要事項を記入し、施設に備え付けの応募箱に投函 

（３）毎週抽選を行い、当選者に対してプレゼントを発送 

■ 対象施設／鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合加入の宿泊施設（１３６施設） 

■ プレゼント品／「食のみやこ鳥取県」の特産品（５，０００円～１万円相当） 

    ※ 期間中総額５００万円相当（毎週１００万円相当×５週間） 

■ 問合せ先／鳥取県文化観光局観光政策課 鳥取市東町 1-220   

TEL.0857-26-7237  FAX.0857-26-8308 http://yokoso.pref.tottori.jp/ 

 

 

２ 卯乃年因幡伯耆国神社八社巡りで開運祈願！  

鳥取県には縁起の良い名前の神社が多いことは「とっとり観光ニュース 1月号」でも紹介しましたが、その縁

起の良い名前の神社を巡って開運祈願する「卯乃年因幡伯耆国開運八社巡り」が鳥取県の観光メニュー

として新登場（2月1日）します。手ぬぐい（各神社の近隣にある観光協会などで購入できます。）を入手して、

各神社に設置してある朱印を押して開運手ぬぐいを作るこの企画。近年、マスコミなどでよく話題になる「金

http://yokoso.pref.tottori.jp/


持（かもち）神社」や「福栄（ふくさかえ）神社」に加え、「福成（ふくなり）神

社」「福富（ふくどみ）神社」「樂樂福（ささふく）神社」「富増（とみます）神

社」「豊栄（とよさかえ）神社」「福積（ふくづみ）神社」の 8社に加え、「卯

年」に因んだ「白兎神社」をすべて巡れば、記憶にも記念にも、そして祈

願にもなるなんとも至れり尽くせりのパワースポットの旅をお楽しみいた

だけます。 

 

【開運八社巡りの仕方】 

手ぬぐいを入手して、鳥取県内にある各神社（金持神社、福栄神社、福成神社、福富神社、樂樂福神社、

富増神社、豊栄神社、福積神社、白兎神社）に設置してある朱印を押します。 

【開運手ぬぐいについて】 

■販売先／鳥取県観光連盟、米子市観光案内所、倉吉市観光協会、倉吉観光案内所、琴浦町観光協会 

     日南町観光協会、日野町観光協会、道の駅はくと 

     （料 金） ３９０（さんきゅー）円 

■連絡先／社団法人 鳥取県観光連盟 〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町 606 まるもビル 5F 

TEL.0857-39-2111 FAX.0857-39-2100 

http://www.tottori-guide.jp/188/513/7272.html 

 

 

３ だいせん元気に営業中キャンペーン！ 

西日本随一のゲレンデ面積をもつ大山ホワイトリゾートでは、「だいせん元気に営業中キャンペーン」を実

施中です。1月 29日（土）～2月 13日（日）の期間中に、リフト券（1回券を除く）を購入の方に、もれなく土

日祝日のリフト料金が 1,000円分 OFFになるお得な割引券が進呈さ

れます（有効期限：2月 27日（日）まで）。 また、リフト券を購入して応

募すると、「バリ島の旅 ペア 1組」など抽選で 304名様にプレゼントが

当たる「DAI-SKIキャンペーン」（1月 15日～3月 13日）も併催してい

ます。現在、雪質はパウダースノーでベストコンディション！ 

今年も元気な鳥取県のスキー場をぜひご利用ください！ 

 

【だいせん元気に営業中キャンペーン】 

■応募期間／平成 23年 1月 15日～3月 13日 

■応募箱設置場所／大山情報館・豪円山連絡リフト乗り場・サービスセンター・豪円山ロッジ・中の原スキ

ーセンター・ロッジ大山  

■抽選日／平成 23年 3月 20日 ※当選の発表は発送をもってかえさせて頂きます  

■問合せ先／だいせんホワイトリゾート TEL: 0859-52-2315  

イメージ：朱印付タオル 

 

http://www.tottori-guide.jp/188/513/7272.html


■イベント情報／ http://www.daisen-resort.jp/2/3.html 

 

【DAI-SKIキャンペーン】 

■配布期間／1月 29日（土）～2月 13日（日） 

■有効期限／2011年 1月 30日（日）～2月 27日（日）まで 

■問合せ先／だいせんホワイトリゾート TEL: 0859-52-2315  

■イベント情報／ http://www.daisen-resort.jp/2/341.html 

 

 

４ 「ゲゲゲの女房」、今度は水野美紀＆渡辺徹で舞台化！ 

 昨年、NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」が日本中に大旋風を巻き起こし、漫画家・水木しげる氏の地

元境港市の水木しげるロードには 372万人(2010年入込み客数)の方に訪問いただきました。ドラマの後に

も、水木しげる氏の文化功労者の選出（2010年 9月）、映画「ゲゲゲの女房」（2010年 11月 6日、鳥取で

先行ロードショー）、「ゲゲゲの～」が流行語大賞（2010年12月）など、まだまだ話題に事欠かない「ゲゲゲ」

が、今度は東宝の制作により舞台化されました。 

武良布枝役に水野美紀、水木しげる役に渡辺徹を迎え、舞台版「ゲゲゲの女房」には、妖怪たちも多数

登場し、二人の夫婦の生活をにぎやかに見守るというユーモラスな設定になるとのこと。映画「ゲゲゲの女

房」では、見合いからわずか 5日後に結婚式を挙げた同夫婦のぎこちない新婚生活から、夫婦になるまで

を描いていましたが、舞台版「ゲゲゲの女房」では、どのような演出がなされているのか？今から楽しみです。

舞台「ゲゲゲの女房」は、日比谷シアタークリエにて9月 29日から10月 7日まで公演が予定されています。 

「ゲゲゲの女房」、そして「ゲゲゲのふるさと鳥取県」から、今年も目が離せません！ 

参考：公式サイト http://www.tohostage.com/gegege/index.html 

 

 

５ 三徳山御幸行列 

三徳山開山１３００年を記念し平成１８年に復活した御幸行列が

今年も開催されます。御幸行列は室町時代には既に行われて

いた行事で、三徳山内の三所権現（蔵王・子守・勝手）がこの

日だけ山を下り、皆さんにご利益を受けていただくというのがも

ともとの意味合いです。 

行列は２基の神輿を中心に、笙などの雅楽衆や対の獅子舞な

ど、総勢１００名を超える荘厳で霊験あらたかな行列です。 

御幸行列は宝物殿前で神事が執り行われたあと、ホラ貝の合図で出立、2基の御輿と甲冑の衣装を身にま

とった護衛役や可愛らしい稚児行列など華やかな衣装の行列に多くの観客が歓声を上げて見守ります。 



また、行列では住職がご利益がありますようにとお札をまく光景も見られるとのことです。 

 

■会場／三徳山三佛寺（東伯郡三朝町三徳） 

■問合せ先／三徳山三佛寺 TEL 0858-43-2666 

■ 開催日時／４月２４日 

■ アクセス／ＪＲ倉吉駅から三朝温泉方面行バス乗車三朝温泉バス停下車 

 三朝温泉から三徳山、または吉原行バス乗車、三徳山バス停下車 

 三朝温泉観光協会HP  http://www.misasa-navi.jp/273/391/1381.html  

 三徳山三佛寺 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mitoku/   

 

 

６ 新ご当地グルメ「猛者えびの海力めし」 

鳥取市観光協会と賀露みなと観光協会では、３月から旬の食材として

鳥取県で食べることができる「もさえび」活用した新名物料理「猛者えび

の海力めし」を開発しました。以前から「もさえび」は、他の県ではなかな

か食べることができないことから、幻のエビとして知られています。 

「猛者えびの海力めし」は、期間限定料理（３月～５月のみ）となっており、

５品で２，６２５円（税込）、３品で１，６８０円（税込）の２種類。団体客（要

予約）のみならず、少人数の当日対応も可能となっています。 

港・漁師まちならではの新ご当地グルメの誕生です！ 

 

■問合せ先／賀露みなと観光協会 TEL 090-5709-8205又は 0857-28-1004 

■その他／下記 3施設（カッコ内は収容人数）で 100名まで対応可 

味覚のお宿「山田屋」  0857-28-1004 （40名） 

料理「若林」 0857-31-1178 （30名）   

まつむら旅館「別館汐見亭」 0857-28-0714 （30名） 

 

 

コラム いか糀づけ（するめの糀づけ） 

先日、テレビ番組で取り上げられたことから大ブレーク中の鳥取県に伝承される味

覚「いか麹づけ」。するめを千切りして糀（こうじ）、酒、醤油などと混ぜ合わせ、１～

３ヶ月程度ねかしてから食べる珍味です。イカのうまみが凝縮したするめに、糀と酒

の甘みが絶妙にマッチしており、ご飯、お酒との相性もピッタリです。鳥取へ来た際

には、是非味わってみてください。もちろん、お土産としても人気が高く、鳥取県の土産の定番として是非

購入したい一品です。 



■問合せ先／食のみやこ推進課 電話 0857-26-7835  FAX 0857-21-0609 

 

 

コラム 冬の味覚「松葉がに」「若松葉がに」を鳥取県で！ 

ご存知のとおり、鳥取県の冬の味覚といえば「松葉がに」！その

「松葉がに」は脱皮を繰り返して大きくなりますが、脱皮をしてまも

ない雄のことを「若松葉がに」と呼びます。殻が柔らかくて身も食べ

やすく、しかも値段が「松葉がに」と比べてかなり安価となっている

ことから地元では隠れた人気者です。そんな「若松葉がに」が 1月

から（3月ごろまで）旬を迎えています。「松葉がに」「若松葉がに」

を温泉と合わせて鳥取県に食べにいらっしゃいませんか？ 

鳥取県にある「皆生温泉」「東郷・はわい温泉」「三朝温泉」へは、関西・山陽圏から格安で高速バスが冬季

限定で運行しています。また、鳥取各地の温泉には JRを利用した旅行プラン「かにかにエキスプレス」が好

評発売中となっており、日帰にて温泉＆松葉がにをお楽しみいただけます。 

日ごろの寒さで縮こまった体をゆったりと温泉で暖め、冬の味覚「松葉がに」「若松葉がに」に舌鼓・・・。冬

ならではの温泉旅行を、是非鳥取県でお楽しみください。 

 

【 京都・大阪 ⇔ 皆生温泉 】 

バス同乗の落語家による演芸大会が開催される「お笑いバス」 

■ご参考／ http://www.amy-go.com 

■申し込み＆お問合せ／ アミイファクト(株) 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-20-14  

  電話：06-6990-6500  FAX：06-6990-6177  

 

【 大阪・神戸 ⇔ 三朝温泉 】 

大阪と神戸から三朝温泉への直行バス「三朝号」 

■ ご参考／ http://www.spa-misasa.jp/6744.htm 

■ 問合せ先／ （株）日本交通旅行社 TEL：0858-26-1117  

 

【 広島 ⇔ 三朝温泉、東郷・はわい温泉 】 

2月限定！広島からの直行バス「三朝・はわいライナー」 

■ ご参考／ http://www.spa-misasa.jp/6742.html 

■ 問合せ先／ 広交観光（株） TEL：0858-43-0431 

 

【 大阪 ⇔ 東郷・はわい温泉 】 

大阪から東郷・はわい温泉に直行！「カニバス直行便」 

http://www.amy-go.com/
http://www.spa-misasa.jp/6744.htm
http://www.spa-misasa.jp/6742.html


■ ご参考／ http://www.hawai-togo.jp/ 

■ 問合せ先／ はわい温泉・東郷温泉旅館組合 TEL：0858-35-4052  

 

【 山陽方面 ⇔ 鳥取各地温泉】 

日帰りで「松葉がに」＆温泉が楽しめる「かにカニ日帰りエキスプレス」 

■ ご参考／ http://www.jr-odekake.net/plan/kanikani/ 

■ 問合せ先／ JR西日本（岡山・福山地区）の駅まで 

 

 

 

  

 

 

 

編集・発行：鳥取県文化観光局観光政策課 電話 0857-26-7237 FAX 0857-26-8308 E-mail kankou@pref.tottori.jp   

発行年月日：平成 23 年 2 月 2 日 県内外のマスコミ関係者の皆様に、地元の視点から県内観光スポットや関連イベ

ント等を紹介します。この観光ニュースは、マスコミ等の皆様へ定期的にお届けし、記事等の参考にしていただけ

るように心掛けて作っています。しかしながら、紙面には限りがあります。不明なところなどは気軽にお問い合わ

せくださいますようお願いします。複製・転載可。（一部画像を除く。） 

－鳥取県観光情報はこちらから → http://yokoso.pref.tottori.jp/ 

http://www.hawai-togo.jp/
http://www.jr-odekake.net/plan/kanikani/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/

