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１．「鳥取においでよ プレゼントキャンペーン」を実施中です 
鳥取県内の宿泊施設に泊まってプレゼントをＧＥＴしよう！！ 

４月から多くのお客様に、より鳥取県の旅行を満喫していただこうと、期間中対象施設に宿泊され宿泊証明

印を押印したハガキを応募された方の中から抽選で、鳥取県内の旅館・ホテルペア宿泊券（４万円相当）、日本

穀物検定協会「米の食味ランキング」で最高評価「特Ａ」を取得した鳥取県産米「きぬむすめ（１０キロ）」、三朝・

皆生・はわい各温泉ミストや特産品セットなどが総勢１００名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。 

キャンペーンパンフレット（応募用紙）は県内宿泊施設、観光施設のほか、県内外のＪＲ駅、道の駅や県外で

の鳥取県ＰＲイベント会場で配布します。（鳥取県観光連盟公式サイト「とっとり旅の生情報」内のキャンペーン

ページよりダウンロードも可能。） 

  是非多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

■開催期間    ４月１８日（金）～６月１５日（日） 

■対象宿泊施設 鳥取県内各温泉旅館・ホテル 

  （詳細は鳥取県観光連盟ＨＰをご覧ください）  

■問合せ先／鳥取県観光連盟  電話 0857-39-2111 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tottorioideyo/ 

     

 

２．今年も開幕しました！砂の美術館  －砂で世界旅行・ロシア編－ 
  ４月１９日に開幕した鳥取砂丘「砂の美術館」。第７期の今回は、世界遺産聖ワシリイ大聖堂をはじめ、世界

三大美術館のひとつ、エルミタージュ美術館など、芸術大国ロシアを砂で表現します。 

■第７期開催期間  ４月１９日（土）～平成２７年１月４日（日） 

■開館時間 9：00～20：00 

 （最終入館 19：30）    

■料金 一般 600円、 

  小中高校生 300円（団体割有） 

■問合せ先／砂の美術館  

  電話 0857-20-2231  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/   

       

 

３．フラワーパーク「とっとり花回廊」が開園１５周年を迎えました！ 
 平成１１年（１９９９年）４月１８日に開園した総面積５０ﾍｸﾀｰﾙの国内最大級のフラワーパー

ク花回廊は、今年１５周年を迎えました。現在「とっとり花回廊１５周年記念ビバ！カーニバル

２０１４年」を開催、国内最大級のハンギングバスケットの展示場を新設しました。（通年） 

・ウィンターイルミネーション（１１月２１日～平成２７年１月３１日） 

１００万球にスケールアップしたイルミネーションが園内を彩ります。  

・学齢１５歳にあたる中学３年生を無料とする「１５（いこー）！花回廊」キャンペーン実施中 

■問合せ先／とっとり花回廊 電話 0859-48-3030   

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 
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４．山開き情報と開催イベント 

【氷ノ山（ひょうのせん） ／ 若桜町】 

（１）氷ノ山 山開き 山頂神事には登山家の栗城史多（くりきのぶか  

 ず）氏が参加、前夜祭には松明行進もあります。 

■日 時  前夜祭 ５月３１日（土）、夏山開き ６月１日（日） 

■場 所  高原の宿氷太くん駐車場 及び わかさ氷ノ山  

■問合せ先／若桜町観光協会 電話 0858-82-2237  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/  
 

（２）ツリーイング体験   木の上の世界へロープを使って遊びに行きます。  

■日 時  ５月３１日（土）①10：00～12：00 ②13：00～15：00（各回１０名） 

■参加対象  年長児以上／参加料金：大人 3,000円、小人 2,000円 

■問合せ先／氷ノ山自然ふれあい館響の森 電話 0858-82-1620  

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hibikinomori.gr.jp/   

 

 【扇ノ山（おうぎのせん） ／ 鳥取市・八頭町・若桜町】  

 山開き （姫路ルート） ５月２５日（日） 神事、登山証発行、山菜汁の振舞 

 ■問合せ先／鳥取県八頭町役場 産業観光課  電話 0858-76-0208 

          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.yazu.tottori.jp/kankou/ 
 
 

 

【船通山（せんつうざん） ／ 日南町】 

 船通山、標高１，１４２メートルの山頂からは３６０度の大眺望・大パノラマ、ヤマタノオロチ・神話の山にふさわ

しい幻想的な風景です。 国の天然記念物、樹齢２，０００年の巨木「イチイの

木」を見ながら、ＧＷごろには山頂でのカタクリの花がお勧めです。   

  ※毎年７月２８日には、船通山山頂にて、宣揚祭が開催されます。 

■問合せ先／日南町観光協会（日南町役場内） 電話 0859-82-1115   

          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nichinan.tottori.jp/   
 

【三徳山（みとくさん） ／三朝町】 

山開き  ４月１日から開山、参拝往復所要時間はおよそ１時間半～２時間程度。 

■登山受付時間 8：00～15：00    ■投入堂までの参拝料金 大人 600円、小中学生 300円        

（１）夏会式（大般若会）７月１８日 三蔵法師によって伝えられたお経を僧侶が   

 転読し、日本最古級蔵王権現立像を一般に公開。 

（２）万灯会・盆踊り  ８月１６日          

■問合せ先／三朝温泉観光協会  電話 0858-43-0431 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.misasa-navi.jp/275/1422.html 

 
  

５．ホタル観賞スポットと関連イベント  
【南部町の金田川 「ホタルの里」 】 

 南部町の山あいに流れる「金田川」。地元の皆さんの活動が実り、この地域屈指のホタルの名所として話題

を集めるほど、毎年ホタルが乱舞しています。 

■見頃 ５月下旬～６月中旬     ■場所 西伯郡南部町金田 金田川周辺 

■問合せ先／南部町観光協会 電話 0859-66-3113  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/kanko/ 
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【日南町福万来（ふくまき）地区】                               

 夏の闇夜にゆらめく幻想的な風景、杉林に潜むヒメボタルの大乱舞と小原川沿いの彗星の如きゲンジボタル、

左右一面・ヒメとゲンジの大競演、ロマンとともにご鑑賞ください。 

■見  頃 ７月５日～１５日     ■観賞時間帯 19：30～21：00  

■生息数 １０万匹位         ■場所  日野郡日南町福万来  

※団体のみ事前予約でガイド対応可（ガイド料 1組 1,000円） 

■シャトルバス運行 米子駅⇔福万来（運行：チロル観光） 

  運行期間 ７月５日～１５日（１１日間）  

  停留所：米子駅発１９時→岸本→溝口→江尾→根雨→生山→福万来  

■問合せ先／山上地域振興ｾﾝﾀｰ 電話 0859-82-0933  

                   

【はわい温泉・東郷温泉 「ホタルバス」 】   

 はわい温泉・東郷温泉に宿泊されるお客様限定のホタル観賞スポット行きシャトル

バスを運行します。 

■運行時期  ６月７日（土）～２２日（日）（期間中毎日運行、ただし雨天中止） 

■時    間  20：00～  はわい温泉出発→各旅館→現地 

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

  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hawai-togo.jp/event.html 

 

【関金温泉 清流遊ＹＯＵ村 蛍まつり】 

関金温泉周辺では、川辺に手作りの灯りをともし、ホタルの観賞を楽しんでいただきます。清流遊 YOU 村館

内では、地元の山菜おこわ等の販売もあります。  

■日時 ６月２７日（金）、２８日（土） 18：30～（予定）  ■場所 清流遊ＹＯＵ村（倉吉市関金町小泉） 

■問合せ先／清流遊ＹＯＵ村 電話 0858-45-1015 

           倉吉観光情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.apionet.or.jp/kankou/index.htm 

 

【鳥取・吉岡温泉 ホタルまつり】 

 吉岡温泉街にてホタル観賞後、白兎海岸へ漁火を見に行く無料シャトルバスが期間限定で運行します。 

■運行期間  ６月１日（日）～２０日（金）    ■出発場所 吉岡温泉「北川旅館」前 20：00出発 

■観賞場所  鳥取市吉岡温泉町街～名所「長柄川」、白兎海岸漁火（観賞時間 約１時間） 

          ※期間中の６月１５日（日）はイベント開催予定  屋台村の出店、踊り、太鼓の演奏等 

■問合せ先／吉岡温泉ホタルまつり実行委員会  電話 0857-57-0800 

        吉岡温泉旅館組合ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yoshiokaonsen.com/ 

 

【鳥取市・樗谿（おうちだに）公園周辺】 

 鳥取市樗谿公園に流れる川で、ホタルが乱舞します。 

 近隣の「鳥取市歴史博物館やまびこ館」ではこの時期、夜間開館（18：00～22：00）が予定されています。 

■見頃  ５月下旬～６月中旬頃      ■場所  鳥取市上町 樗谿公園  

■問合せ先／鳥取市歴史博物館 「やまびこ館」 電話 0857-23-2140 

         鳥取市観光コンベンション協会  電話 0857-26-0756  

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torican.jp/spot/outidani 
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６．カヌー＆シャワークライミングに挑む！ 

（１）夏の大人の遊び！シャワークライミング 

 渓谷を流れる沢を水と親しみながら歩きます。マイナスイオンを全身に浴び、心も

体もリフレッシュ。自然のウォータースライダーでスリルを味わい、水の中にジャンプ。

童心に帰り、水遊びを楽しめます。 

■期 間   ６月～９月中旬    ■場所 智頭町芦津渓谷    ■人数 ２名以上（要予約） 

■時 間  午前の部 9:00～11:30 、午後の部 13:00～15:30    

■参加費  大人 5,000円（１４歳以上～７０歳）、子ども 3,000円（小学４年生以上～） 

        ※保険代、安全用具・専用靴のレンタル費等を含む 

■申込み・問合せ先／智頭町総合案内所 電話 0858-76-1111 

               ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www1.town.chizu.tottori.jp/kankou/ 

 

 

（２）山陰海岸ジオパークの浦富海岸でシーカヤックツーリングはいかがですか？ 

 波の浸蝕でできた岩や白い砂浜、本州では屈指の透明度を誇る浦富海岸をシーカヤックで楽しみます。海の

洞窟に入ったり、岩と岩の間を抜けたり、カヤックならではの醍醐味で、波がある時は冒険気分で遊べます。 

■期 間  ４月２６日～９月３０日   ■人数 ２名以上（要予約） 

■時 間  午前の部 9:00～11:30 、午後の部 13:00～15:30 、サンセットカヌー16:30～18:30  

          ※今年からモーニングタイムもスタートします！ 時間 7:00～9:00（７月下旬～８月２０日まで） 

■参加費  大人 5,000円（高校生以上）、小人 3,000円（小学３年生～中学３年生まで） 

        親子割  親子２名で 7,000円（子どもは中学３年生まで） 

■服装等  水着、ラッシュガードなど濡れてもよい服装 

■コース  ①浦富通常コース（網代～東大島折り返し～網代） 

          ②浦富満喫コース（網代～鴨が磯～城原海岸）終了後、１１８段の   

          階段あり  

          ③龍神洞アタックコース（牧谷海岸～龍神洞折り返し～牧谷海岸） 

■申込み・問合せ先／ 渚交流館  電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-73-0118  

       メール：nagisa.uradome@ncn-t.net ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://nagisa.jp.net/ 

  

 

７．旅行・周遊に便利な鳥取県内の二次交通・観光バス情報をお知らせします。 

（１）鳥取駅から鳥取砂丘・浦富海岸・岩井温泉を結ぶレトロなバス「岩美ボンネットバス」 

■運行期間  ４月２６日（土）～１０月２６日（日）の土日祝日のみ 

          ※毎日運行 ４月２６日～５月６日、８月１３日～１７日 

■運  賃    1日乗り放題券 大人 1,000円、小人 500円 

         区間運賃 初乗り 300円、鳥取駅～岩井温泉 700円 

         ※鳥取藩乗り放題手形 1,800円（大人、小人３日間有効）    

でも乗車できます。       

■乗車特典： 浦富海岸島めぐり遊覧船の乗船料、岩井温泉の入湯料    

の割引あり。 

■問合せ先／岩美町観光協会 電話 0857-72-3481  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/ 
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（２）まずは鳥取砂丘へお出かけを！「鳥取空港⇔鳥取砂丘を直結！乗合タクシー」 

■運行日  ４月４日（金）～１２月２３日（火・祝）の金・土・日・祝日 

       ※毎日運行 ゴールデンウィーク：４月２６日（土）～５月６日（火・祝） 

                夏休み       ：７月１２日（土）～８月１７日（日） 

■料 金  １人 500円 （こども、身障者半額）※団体の場合は事前にご連絡ください。 

■運 行  【空港発】⇒ 鳥取砂丘行き（乗車人数 9人/1台あたり） １便（ANA293     

        便）、２便（ANA295便）到着の 10分後に空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ前を出発。 

        【砂丘発】⇒ 鳥取空港行き（乗車人数 4人/1台あたり） ５便（ANA298便）発の１時間前に鳥取砂 

        丘(砂丘会館横・砂の美術館)、砂丘センター前を出発。 

■問合せ先／日本交通 0857-26-6111、大森タクシー0857-23-6511、旭タクシー0857-28-0081 

         鳥取自動車 0857-26-6111   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/816 

（３）鳥取空港への乗り入れを開始した「ゆめぐりエクスプレス」 

 JR 鳥取駅・湯村温泉間を運行中のバス「ゆめぐりエクスプレス」が平成２６年４月１日より鳥取

空港への乗り入れを開始しました。鳥取発は１日３便、湯村温泉発は１日４便運行中。 

■鳥取空港乗入れ便  12：15鳥取駅前発、17：15鳥取駅前発、10：25湯村温泉発  

■問合せ先／ゆめぐりエクスプレスバス運行協議会 電話 0796-82-5624 

  日本交通ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nihonkotsu.co.jp/bus/limousine_route/route_tottori.html 
 

（４）山陰海岸 Geopark を Gururi (ぐるり) めぐる Goodなバスツアー！「鳥取因幡 Gバス」 

因幡のいいとこドリ、お得なバスツアーができました。観光・体験・食・買い物…たっぷり楽しめます。 

■運行日  ７月６日～１１月末までの毎週日曜日及びハッピーマンデー（計２７回運行） 

■料 金   大人 3,000円（中学生以上）、小人 2,000円（３歳～小学生） 

■コース   三朝温泉（9：00）→ はわい温泉（9：30）→ 鳥取駅（10：30）→ 

         浦富海岸遊覧船→ 昼食（漁師丼&アラ汁）→ 山陰海岸学習   

館（クラフト製作体験）→ 砂の美術館・鳥取砂丘→  

海の幸・大地の恵みをお買物→ 鳥取駅・鳥取空港  

※申込は出発日前日の 17:00まで。 

■申込み・問合せ先／鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torican.jp/   
 

（５）鳥取県中部の魅力を満喫できるバスツアー 「とっとり中部漫遊紀」 

■運行期間  ４月５日～９月末日の毎週土曜日（申込は出発日前日 昼の 12時まで） 

■発着場所・時間  倉吉駅バスターミナル 9：40発～15：20着 

■料 金  大人 3,000円（中学生以上）、子供 1,500円（小学生以下） 

■コース  山並コース：白壁土蔵群→やまもり温泉キャンプ場→昼食（山菜弁当）→三朝温泉 

        海辺コース：青山剛昌ふるさと館→物産館ことうら→昼食(バイキング)→伯耆国一ノ宮倭文神社→ 

               ハワイ夢マート  

■問合せ先／とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会 電話 0858-24-5024 

            ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nashinohana.com/events/3060/ 

（６）米子駅・皆生温泉から大山周辺を巡る「大山る～ぷバス」 

 米子駅・皆生温泉から、お菓子の壽城、森の国、大山寺、豪円山ロッジ、大山まきばみるくの里、大山ガーデ

ンプレイス、植田正治写真美術館などを巡る周遊バス。 

■運行期間 ４月２６日（土）～１１月９日（日）の土日祝日  ※６月１６日～７月１８日は運休 

  毎日運行：４月２６日～５月６日（GW）、８月２日～１７日（夏休み）、１０月２５日～１１月９日（紅葉期） 
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■運 賃  １日乗り放題乗車券 1,000円、２日間乗り放題乗車券 1,300円（全区間・小人も同額） 

        ※鳥取藩乗り放題手形 1,800円（３日間有効）でも乗車可能です。 

■時刻表  ホームページをご覧ください http://web.sanin.jp/p/daisenking/1/18/2/ 

■問合せ先／大山る～ぷバス事務局（鳥取県西部事務所地域振興局内） 電話 0859-31-9372 

（７） “山陰のド真ん中！” 皆生温泉と境港・水木しげるロードを結ぶ直行バス 

■運行期間  ４月１日（火）～１１月３０日（日） 毎日運行（夏期ダイヤ） 

■運賃（片道） 大人 720円 小人 360円 

■時 間  皆生温泉・観光センター9：45発→境港駅・水木しげるロード 10：20着 

        境港駅・水木しげるロード 13：30発→皆生温泉・観光センター14：05着 

■問合せ先／皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888  

           ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kaike-onsen.com/ 

※このほかにも、JR駅や空港との連絡バスや観光地を巡るタクシープランも多数運行しています。 

 鳥取県観光連盟ホームページで御案内しています。 

 

８．テレビ CMに登場したあの“ベタ踏み坂”！「江島大橋（えしまおおはし）」 
 鳥取県境港市と島根県の県境を結ぶ「江島大橋」。ＰＣラーメン構造の

橋では、日本一の長さを誇り、「風」をキーワードにしたデザインで、夜間

は照明によりそのシルエットが美しく浮かび上がります。橋のたもとから最

高点までは、徒歩１５分程度で行くことができ、３６０度のパノラマを楽しむ

ことができます。天気のよい日は中国地方最高峰「大山」を望むこともでき

ます。             

■江島大橋へのアクセス  米子鬼太郎空港より車で約１０分、JR境港駅より車で約１０分、米子自動車道・ 

米子 ICより車で約４５分 ※無料臨時駐車場（４月２５日～５月１８日） 

■全長 １，４４６メートル   ■海面からの高さ ４４．７メートル  

■観光に関する問合せ先／境港市観光案内所 電話 0859-47-0121 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sakaiminato.net/site2/page/topics/BETABUMI/ 
 
９．日本全国の美味しい地ビールが大山桝水高原に集結！「地ＢｅｅｒFｅｓｔ大山」  
■実施日時  ６月１４日（土) 11：00～21：00、１５日(日) 10：00～16：00 

■会 場    伯耆町桝水高原 駐車場  ※託児サービス有（３日前までの事前予約。） 

■チケット   1日飲み放題券・オリジナルグラス付  5,000円（当日券）、4,500円（前売り） 

         ５杯券 1,700円（当日券）、1,500円（前売り）※オリジナルグラス付は 1,700円（前売りのみ） 

■問合せ先／地ｂｅｅｒｆｅｓｔ大山実行委員会 電話 0859-68-4211 

         伯耆町観光ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.houki-town.jp/kanko/ 

 

発行：平成２６年４月２５日 

〔とっとり観光ニュースとは…〕 

 私たちがおすすめする最新の鳥取県内のイベントや観光情報をご案内しています。掲載内容につきましては、マスコミ、旅行会

社の皆さまをはじめ、多くの方にご活用いただけるように定期的にお届けします。複製・転載可です。（一部画像、文章を除く。）ご

不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人 鳥取県観光連盟 

       電話 0857-39-2111 FAX 0857-39-2100 E-mail kanren@tottori-guide.jp  

       鳥取県の観光情報はこちら → とっとり旅の生情報 http://www.tottori-guide.jp/ 

 

http://www.tottori-guide.jp/

