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１．「トットリＴＨＥパーク!!」とっとり春旅キャンペーン始まる！ 
 
４月１８日より、鳥取砂丘をはじめとする県内４エリアのスナバ（砂丘）を中心に、鳥取県内を楽しくお得に旅が

できる春のキャンペーンが始まります。キャンペーン中で、スナバ特典やプレゼント特典、１００施設以上の割

引や優待特典、そして旬のお出かけ情報を掲載した観光パスポート「トリパス」を発行します。 

まずは、観光パスポート「トリパス」を手に入れて、お得に楽しく鳥取県内を周遊しよう！ 

【観光パスポート「トリパス」】 

★スナバ特典…県内４エリアのスナバに出かけると、特典あり。さ

らに４エリアを制覇すると、Wチャンス応募でプレゼントが当たる！ 

★プレゼント特典…対象宿泊施設に泊まって応募すると抽選でプ

レゼントが当たる！ 

★施設優待特典…観光施設、お土産処など、１００施設以上の割

引や特典がいっぱい ※パスポートの内容等の詳細は、４月上旬、ホームページにて公開予定。 

■期間 ４月１８日（土）～６月３０日（火） 

■問合せ先 鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111   ■ホームページ http://www.tottori-guide.jp/ 
 

 

２．クリアカヌーで自然を満喫 
 

山陰海岸ジオパークにも認定されている浦富海岸は、日本でも、屈指の透明度を誇る美しい海です。県内唯一

の船底まで透明なクリアカヌーで、最高透明度２５ｍの城原（しらわら）海岸を中心にツーリングをすると、まる

で自分の体だけが海に浮いているような気分になります。 

日本海の荒波によって作られた洞窟をくぐったり奇岩が連なる景色を楽しむ事はもちろん、カヌー自体が透明

なので、海中をのぞき、魚や海藻を見ることもできます。またガイドが同乗しますので、初心者やお子様、またカ

メラや動画を撮影しながら海を楽しんでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

■開催期間  ４月下旬～８月下旬（予定） ※ただし、波の状態がよければ９月中旬まで 

■開催時間  午前の部／9：00～、（11：00～）、 午後の部／13：00～、（15：00～） ※混雑時は（ ）も実施 

■所要時間  約２時間 

■料   金  7,000円/１人 ※お客様都合によるキャンセルの場合、当日１００％、前日５０％、２日前３０％ 

          のキャンセル料が発生する場合がございます。早めのご連絡をお願いいたします。 
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■体験可能年齢  小学校３年生以上 ※ただし小さなお子様参加の場合は、必ず保護者がご同伴ください。 

■問合せ先  岩美町立渚交流館  電話 0857-73-0118 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nagisa.main.jp/ 

 
 
３．「氷ノ山自然ふれあい館 響の森」リニューアルオープン  
 
響の森は、氷ノ山後山那岐山国定公園内の鳥取県側にある展示施設で、登山などで訪れる方への情報提供

などを行うビジターセンターとしての役割も併せ持っていますが、この春、氷ノ山の自然と遊びの楽しさをぎゅっ

と詰め込み、人が集まる「山の駅」へと生まれ変わります。４月１日からプレオープン、４月２５日にリニューアル

オープン式典を開催。記念イベントも目白押しです！ 

【 リニューアルオープン記念式典 】 

■日時  ４月２５日（土）10：30～  ※開場 10：00～ 

■会場  氷ノ山自然ふれあい館 響の森（八頭郡若桜町つく米） 

■内容   ○記念式典   ○創作体験コーナーが特別無料 

         ○新しく完成した「ネイチャーラボ」で標本製作をデモンストレーション 

         ○ご来館先着１００名様に氷ノ山「夏苺ジャム」と「弁天まんじゅう」をプレゼント  

【 記念イベント☆ 響の森リニューアル祭 】  開催期間  ４月２５日(土)～５月６日(水・祝) 

○標本製作デモンストレーション  ４月２５日(土) 13:30～13:50 (無料・申込不要) 

○特別講演「身近な理科室「ラボ」を使って楽しもう！」 講師 なにわホネホネ団 団長 西澤真樹子 

４月２６日(日) 13:00～14:00 (無料・申込不要・定員 60名) 

○ラボ見学ツアー「たとえばこんなラボ作業ーホネーのクリーニング」 

４月２６日(日) 14:00～15:00 (無料・申込不要・定員 20名) 

○贅沢ツアー幻の巨桜を探せ         

  ４月２９日(水・祝) 10:00～15:00（2,000円/１人・申込要・定員１５名・小学５年生以上） 

○木のおもちゃが大集合！木育キャラバンがやってくる！   

  ５月２日(土)～６日(水・祝) 9:00～16:00 (5/6は 15:00まで)（無料・申込不要） 

■問合せ先（リニューアルオープン式典） 鳥取県庁緑豊かな自然課  電話 0857-26-7200 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/245244.htm 

■問合せ先（記念イベント） 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/ 

 
 
４．花のたより✿カキツバタ 
 
【唐川（からかわ）湿原のカキツバタ群落】  

標高３７０～４００メートルの谷間に発達した中国地方の代表的湿

原。東西２００メートル、南北８００メートルの範囲に小川や池（大沢

池）に沿って大小の湿原が分布し、約１００種類の湿原植物が自生

しています。最も下流に広がる０．６ヘクタールの主要な湿原では、

５月終わりから６月初旬にかけて、濃い紫色の力キツバタが見事

に咲き揃い、国の天然記念物にも指定されています。この時期に

は県内はもとより、全国から花の愛好者でにぎわいます。  ■住所  岩美郡岩美町唐川 
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【牧谷のカキツバタ群落】 

５月の中旬、唐川湿原より一足早く、牧谷の又

助池（またすけいけ）の周辺にも力キツバタが咲

き誇ります。この群落は県の自然環境保全地域

の指定を受けており、野立ての「一日茶屋」も催

されるなど、毎年多くの愛好者が集います。 

■住所 岩美郡岩美町牧谷 

■カキツバタの問合せ先 岩美町観光協会  電話 0857-72-3481  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/ 

 
 
５．初夏の旬！鳥取グルメ 
 

【アゴ（トビウオ）】 

アゴは、身は弾力に富み、歯応えと濃いうま味が特徴の魚で、５月下

旬～６月下旬にかけ鳥取で旬をむかえるため、初夏の訪れを告げ

る味覚として親しまれています。 

県東部の岩美町では、この時期、アゴすくい体験ができます。小さな漁船で夜の８時頃出港し、浜や岸から近

い場所で漁を行います。光に集まる習性を利用してライトを照らし、水面に浮かんできたところをすくいますので、

大人からお子様まで安心して楽しめる体験です。民宿宿泊セットもオススメです。 

≪アゴすくい体験≫ 

■開催期間  ５月下旬～６月下旬    

■催行人数  １名～５名 ※要予約 

■体験料金  大人/５，０００円、子ども/３，５００円   

■宿泊セット  大人/１０，０００円、子ども/７，０００円 

■所要時間  ９０分程度 ※天候により中止となる場合有 

■予約・問合せ先  東浜観光協会 電話 0857-72-0273   

  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/pages/taiken/ago 
 

【砂丘らっきょう】 

鳥取県のらっきょう栽培は古く、江戸時代までさかのぼります。らっきょうは生命力が旺盛で水の少ない砂丘地

でも育つことから、広く栽培が広まりました。鳥取砂丘のキメ細かい砂で育ったらっきょうは、シャキシャキと歯

応も抜群です。 

らっきょうは７月下旬から８月末に植え付けをし、１０月下旬には、紫色の可愛い花を咲かせます。その後、土

の中で寒い冬を越し、５月～６月収穫の時期を迎えます。 

県内では、それぞれの家庭でらっきょうを漬けて、各家庭の味を楽しんでいます。県

内では、らっきょうを使った変わり種お土産も販売されています。 
 

≪らっきょうの漬け方☆らっきょうを使ったレシピ≫ 

らっきょうの簡単な漬け方やおいしいらっきょうレシピをご紹介します。 

■らっきょうのご紹介、レシピ  http://www.pref.tottori.lg.jp/178187.htm 

■とっとり動画ちゃんねる（らっきょうの漬け方） http://www.pref.tottori.lg.jp/dendouiri/ 

■問合せ先  鳥取県食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853   
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６．大山・中海 deサイクリング 
 
鳥取県西部は、中国地方最高峰の大山や白砂青松の弓ヶ

浜半島、海岸沿いに湧く皆生温泉など、ダイナミックな自然

でありながら比較的コンパクトな地域に集まっており、それら

の魅力を体感できるサイクリングには最適な環境です。実

際たくさんのコースが選定されており、大自然を満喫するそ

れぞれのコースがアウトドア愛好家に注目されています。 
 

【自転車でめぐるオススメコースの紹介 】  

○白鳳の里ポタリングルート             ：難易度★ 距離２８キロ 所要時間/２時間 

○大山北麓ダウンヒルサイクリングツアー  ：難易度★★ 距離２５キロ（ガイド付） 所要時間/３,５時間 

○日野川と花回廊ルート            ：難易度★★ 距離４０キロ 所要時間/４時間 

○ぐるっと中海水辺の道ルート           ：難易度★★★ 距離６８キロ 所要時間/６時間 

○ぐるっと大山天空の道ルート           ：難易度★★★★★ 距離１０７キロ 所要時間６時間 

■大山中海サイクリングマップ http://www.pref.tottori.lg.jp/178915.htm 
 

またカヤックやバイク、ランの３つのアクティビティで水辺から山頂を目指し、自然の循環を体感するスポーツイ

ベント「シートゥーサミット」を３６５日楽しめる環境づくりをする取組「ジャパンエコトラック」。この第１号認定コー

ス「境港～皆生～大山」ルートも加わり、サイクリングの楽しみは益々増えています。 
 

【シートゥーサミットルート（ジャパンエコトラック認定コース）】 

コース：境港～皆生～大山（中級レベル）距離４５．９キロ（自転車）+３．５キロ（トレッキング） 所要時間６時間  

■ジャパンエコトラック  http://about.montbell.jp/release/disp.php?infomation_id=273                          
 

これらのコースをサイクリストが快適に走ることができるよう、エリア内の提携した観光施設やコンビ

ニエンスストアで、空気入れや修理工具等の貸出しを行うサービスをはじめ、レンタルバイクや温泉、

シャワー、トイレの利用、観光情報の提供などを行うサイクリング拠点「コグステーション」の設置な

ど、おもてなしの環境整備も進められています。 
 

【コグステーションの紹介】  

○コグステーション皆生（皆生グランドホテル華水亭）  

  住所  米子市皆生温泉４丁目４-１９-１０  電話 0859-33-0001   

○コグステーション淀江（白鳳の里）   

  住所  米子市淀江町福岡１５４８－１  電話 0859-56-6798  

○コグステーション大山（森の国）    

  住所  西伯郡大山町赤松６３４  電話 0859-53-8036 

コグステーションﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

http://daisenwonder.com/cogstation/ 
 

新緑が美しくなるこれからの季節に、是非鳥取でサイクリングの魅力を体感してみてください。 

■問合せ先  鳥取県文化観光スポーツ局観光戦略課  電話 0857-26-7638 
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７．旅行に便利な交通情報  
 
【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～１１月末日  ※１日１便（片道３５分）   

■運行時間 ○9：45皆生温泉発（米子市観光センター）→ 10：20 ＪＲ境港駅着   

 ○13：30 ＪＲ境港駅発 → 14:05皆生温泉着   

■料   金 片道／大人 720円、小人 360円 

■運行実施 日ノ丸自動車米子支店 電話 0859-32-2123 

■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/bus.html 

 

【湯めぐりエクスプレス】  

鳥取駅から、兵庫県の湯村温泉間を運行するバスです。 

■運行期間  通年 ※鳥取空港にも立寄りますが、３月２９日より一部ダイヤの変更あり 

■運行本数  ○鳥取駅発→湯村温泉着（１日３便） 

            ○湯村温泉発→鳥取駅着（１日４便）※ただし、土日祝日は１日３便 

■問合せ先  日本交通 電話 0857-23-1122  

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

 

【ループ麒麟獅子号】  

鳥取駅を出発し、鳥取市の主な観光地を周遊する便利なバスです。 

■運行期間  土、日、祝日（元旦運休）、振替休日、夏季（７月２０日～８月３１日）  

■発着場所  鳥取駅前バスターミナル０番乗り場   ■運行本数 １日１２便 

■料   金  １回乗り降りごとに 大人(中学生以上)/300円、小人（小学生以上） 

            /150円  ※お得な１日乗車券(乗り放題) 600円（大人のみ） 

■停車場所  鳥取城跡（仁風閣）、わらべ館、こどもの国、鳥取砂丘（砂丘会館）、 

            砂の美術館、鳥取港、湖山池ナチュラルガーデン、とっとり出合いの森 他 全１３停留所  

■問合せ先  鳥取市観光案内所 電話 0857-22-3318、 

            日本交通 電話 0857-23-1122、日ノ丸自動車 電話 0857-22-5155 

 
【鳥取空港・砂丘直結 乗合ジャンボタクシー 】  

■運行期間  ４月３日（金）～１２月２３日（水・祝） （予定） 

            金、土、日、祝日、GW（４月２４日～５月６日）、夏季（７月１０日～８月１６日）  

■出発時間  鳥取空港発/鳥取空港着の飛行機１便、２便の到着１０分後に空港を出発 

            鳥取砂丘発/鳥取空港発の飛行機５便が出発する１時間前に砂丘を出発    

■料   金  大人(中学生以上)/500円 ※子ども、身体障がい者半額 

■乗車人数  空港発/９人、砂丘発/４人 ※１台あたりの人数です。団体の方は事前に御連絡下さい。 

■所要時間  約１５分 

■問合せ先  日本交通ハイヤーセンター 電話 0857-26-6111 

            鳥取自動車 電話 0857-26-6111 

            大森タクシー 電話 0857-23-6511 

            旭タクシー 電話 0857-28-0081 

http://www.kaike-onsen.com/bus.html
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８．まだまだ続く 「開湯８５０年祭 in三朝温泉」 
 
昨年開湯８５０年を迎えた三朝温泉は、今年もさまざまな記念イベントを実施します。  

【国宝に眠る愛の神「愛染明王」ご利益企画】  

国立公園編入を記念し、通常投入堂までたどり着かなければ叶わないとされる

「愛染明王」のご利益を賜ろうと、護摩木に願いを書き、奉納し「愛染明王」に恋愛

成就、結婚、家庭円満等を願う、護摩木お守りを販売します。ストラップ部分はお

守りとして持ち帰ることもできます。 

■開催期間  ４月～   

■販売場所  三徳山、三朝温泉観光案内所、三朝温泉各旅館 

■販売価格  愛染護摩木（お守り付）１枚 600円（税別）、ペア護摩木 １セット 

             1,100円（税別）、愛みくじ １枚 200円（税込） 

■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://spa-misasa.jp/ 
 

【三朝温泉ほろよいクーポン】  

三朝温泉街の飲食店１５店舗が自慢のほろよいメニュー（料理１品＆１ドリン

ク）を期間限定で用意。ほろよいクーポンを使って、レトロ情緒あふれる夜の三

朝温泉街をはしご酒できます。 

■開催期間    ４月３日（金）～６月３０日（火） 

■前売券販売  ３月１８日（水）～４月２日（木） 

              ※三朝温泉入浴剤３袋付きの限定販売 

■販売価格    １冊 2,000円 （クーポン２枚+三朝温泉入浴剤１袋付き） 

■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://spa-misasa.jp/news/1183.html 
 

【三朝音泉♪バイオリン製作工房の限定公開と演奏会を楽しむ】  

国内でも珍しいバイオリンの製作と演奏をテーマとした美術館

「三朝バイオリン美術館」を見学後、バイオリン製作工房をガイ

ド付きでご案内します。弦楽器の試奏を体験していただき、生

の演奏会をお聴きいただきます。 

■開催日時  ４月～９月 14:30～16:00 ※毎週火曜日を除く 

■料   金  800円/１人 

■催行人数  １５～４５名 ※７日前までに要予約 

■問合せ先・住所   

 三朝バイオリン美術館(東伯郡三朝町三朝 199-1) 電話 0858-43-3111 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://misasavm.com/ 

 

発行：平成２７年３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鳥取県内の最新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)。また写真はイメージです。ご不明な点は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/ 


