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１．肉！肉！とっとりのお肉を食べよう！ 
 

厳しい条件をクリアしたトップクラスの肉牛だけに表示する

ことが許される『鳥取和牛オレイン５５』、発達した筋肉によ

る歯ごたえ、脂肪分が少ないヘルシーでコクと旨味が備わ

っている『鳥取地どりピヨ』、オレイン酸が多い大山赤豚と、

肉の旨さ、柔らかさに優れた黒豚の両方の良い性質を受

け継いでいる『大山ルビー』など、鳥取県には豊かな山野、

清澄な水で育まれた上質なお肉がたくさんあります。 

これらのお肉を一度に味わえる「とっとり肉フェスタ２０１５」

が１０月３日（土）、４日（日）に食のみやこ鳥取地場産プラザわったいなにて開催されます。 

■食のみやこ鳥取県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154710 
 

≪手ぶらで BBQ≫今流行りの「手ぶらでバーベキュー」できる自然いっぱいの施設を紹介します！バーベキュ

ーは要予約ですので、ご利用の際は事前にお問い合わせください。 
 

【美歎（みたに）牧場 -鳥取市-】 

大自然の中で鳥取県産牛をのんびりバーベキュー。鳥取県畜産農

業協同組合直営の施設です。  

■場所 鳥取市国府町美歎字長谷７１９   

■問合せ先 鳥取県畜産農業協同組合 電話 0857-52-1129  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torichiku.or.jp/category_lst.php?sid=238 
 

【北条オートキャンプ場 -北栄町-】 

はわい、東郷、三朝、関金の温泉に近い、北条砂丘背後の黒松林の中に整備されたキャンプ場。ゆったりした

広さで全区画ＡＣ電源付きのオートサイトがあり、人気を集めています。保安林の外のサイトには野外炉も設置。

■場所  北栄町田井 488-1   ■問合せ先 株式会社チュウブ 電話 0858-36-4568 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-hokuei.net/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=1038 
 

【森の国 –大山町-】  

６万平方メートルの広大な敷地をもつ、西日本最大級のフィールドアスレチック。グリーンスライダーが人気の

芝生広場やキャンプ場、ドッグランもあります。レストラン内では、手ぶらでバーベキューが楽しめる他、屋外の

バーベキュー場も完備しています。  ■場所 大山町赤松 634    

■問合せ先 森の国 電話 0859-53-8036  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/morinokuni/ 
 

【ふるさと日南邑 -日南町-】 

緑豊かな自然の中にあり、美味しい空気を吸いながら安らぎを感じることができるスポット。日帰りバーベキュ

ーや宿泊、研修等にも利用できます。  ■場所 日南町神戸上 2962-1   

■問合せ先 ふるさと日南邑 電話 0859-83-1188   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nichinanmura.jp/  
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２．レンタサイクルに乗って、街ぶらしよう♪ ～鳥取市編～ 
 

気軽に鳥取市内を観光できるレンタサイクルは、鳥取駅と鳥取市内の計２か所に貸

出場所があり、年中無休でご利用できます。 

レンタサイクルを利用する際には、「鳥取市レンタサイクル特典付ガイドマップ」を手

に入れて周遊しましょう。このガイドマップとレンタサイクルキーを提示すると、わら

べ館や仁風閣などの観光施設の割引や、各種特典が受けられます。 

駅周辺から少し足をのばして、鳥取砂丘までサイクリングしてみたい方は、比較的

移動が楽な電動自転車がおすすめです。秋頃には、全車両新車に入替え予定で

すので、この機会に是非ご利用ください。 
 

■貸出場所   鳥取駅高架下第２駐輪場（鳥取駅北口から東へ徒歩１分） ■貸出時間  8：30～18：30 

             鳥取市営片原駐車場（鳥取市片原２丁目２０６）  ■貸出時間  8：30～17：00 

■利用料金  電動自転車：1,000円/１回、普通自転車：500円/１回 

■問合せ先  鳥取駅高架下：電話 0857-21-8899  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.torican.jp/other 

             片原駐車場：電話 0857-50-0300 

          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1304320507967/index.html 

 

≪サイクリングで開運八社≫   

今年の『因幡伯耆国開運八社巡り』の所縁神社「聖（ひじり）神社」は、鳥取駅から自転車で１０分程度の所にあ

ります。聖神社は、城下町として栄えた鳥取市中心市街地にあり、古くから「聖(ひじり)の大社」として崇められ

てきました。神社の本殿はケヤキ白木材を使用し、宝永７年（１７１０年)に再建され、県保護文化財の指定を受
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けています。神社には、五角形の可愛い絵馬に願をかける合格祈願や交通安全などを願い、多くの参拝者が

訪れています。鳥取駅でレンタサイクルを借りると便利です。 

■問合せ先  聖神社（鳥取市行徳２丁目７０５） 電話 0857-22-6398  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hijirijinjya.jp/  

■因幡伯耆國開運八社巡り ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

 

 

３．第１０回ゆるキャラ®カップ in鳥取 
 
ゆるくて可愛いゆるキャラ®が集結し、鳥取砂丘の地で走って、飛んで、滑ります♪今年は第１０回を迎える記

念大会。なんと、ゆるキャラ®達が鳥取砂丘のアクティビティーに挑戦します！もしかすると、空を飛ぶ○○○を

見ることができるかもしれません。鳥取県内外から参加するゆるキャラ®達の挑戦に目がはなせません！ 

■開催日時  １０月３１日（土）、１１月１日（日） 

■場所     鳥取砂丘こどもの国 他 

■問合せ先  「ゆるキャラ®カップ in鳥取砂丘」実行委員会事務局 （鳥取砂丘こどもの国内） 

電話 0857-24-2811  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kodomonokuni.tottori.jp/yuruchara 

 

 

４．倉吉市の新しいお土産「山上憶良 煎餅」が完成☆ 
 
山上憶良は、「万葉集」に８０首余りの歌を遺した奈良時代の代表的な歌人

の一人。官僚であった憶良が伯耆国守として倉吉に５年間赴任したことから、

憶良の代表的な歌三首を刻み、焼き上げたお煎餅を販売します。 

■販売価格  ４５０円（税抜）   ■販売者  倉吉観光マイス協会 

■販売箇所  くらよし駅ヨコプラザ、赤瓦１号館 他 

■製造者  株式会社フレンズカンパニー 

■問合せ先  倉吉観光マイス協会  電話 0858-24-5371  
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５．最新イベント情報  
 

【とっとりバーガーフェスタ２０１５】 

全国ご当地バーガーの祭典が大山山麓で開催されます。 

■鳥取県予選：８月２９日（土） 会場：植田正治写真美術館前（西伯郡伯耆町須村３５３－３） 

■全国大会：１０月１１日（日）、１２日（月）  会場：大山寺・博労座駐車場（西伯郡大山町大山）   

■問合せ先  とっとりバーガーフェスタ実行委員会事務局  電話 080-1923-5756 
 

【倉吉せきがね里見まつり】 

南総里見八犬伝のモデルになったといわれる里見忠義の終えんの地で、忠義とその家臣をしのぶまつり。 

■開催日  ９月６日（日）   ■会場  倉吉市立山守小学校及び周辺   

■問合せ先  倉吉せきがね里見まつり実施委員会 電話 0858-22-8158 
 

【琴浦グルメｄｅウォーク】 

グルメ・歴史・健康・観光をコラボしたウォーキングイベント。東伯総合公園をスタートし、風車コース（10ｋｍ）、

殿様コース（4ｋｍ）、琴ノ浦コース（7ｋｍ）に分かれてウォーキングを楽しみます。 

■開催日  ９月２３日（水・祝）   ■会場  琴浦町東伯総合公園（東伯郡琴浦町田越５６０）   

■問合せ先  琴浦グルメ deめぐるウォーク実行委員会  電話 0858-55-7801 
 

【鳥取砂丘ビアフェスタ２０１５～SAND MUSEUM OCTOBER FEST～】 

今年の鳥取砂丘ビアフェスタはドイツビール、地ビールはじめ地元フードも多数出店。飲んで、食べて、音楽を

聴いて、鳥取砂丘をご堪能ください。  ■会場  砂の美術館 展望駐車場 

■開催日  ９月２５日（金）15：00～19：00、２６日（土）11：00～19：00、２７日（日）11：00～17：00     

■問合せ先  鳥取砂丘ビアフェスタ実行委員会 メールアドレス info@nowi.jp 

  電話 0859-31-6152（担当：ナウイデザイン／東條） 
 

【大山まきば祭】 

ステージイベントや体験イベントなど、盛りだくさんで楽しめるお祭りです。もちろん大山乳業の美味しいフレッ

シュな乳製品もいただくことができます。 

■開催日  １０月４日（日）   ■会場  大山まきばみるくの里 芝生広場 

■問合せ先  大山まきば祭事務局  電話 0858-52-2211 
 

【第３２回境港水産まつり】  

境港で水揚げされた新鮮な魚やカニを求めての買い物ツアーの観光バスなど、県内外から大勢のお客様が来

られます。各種試食コーナー（無料）は毎年長蛇の列ができるほどのにぎわいです。 

■開催日  １０月１１日（日）   ■会場  境港市昭和町魚市場周辺 

■問合せ先  境港水産振興協会 電話 0859-44-6668 
 

【因州若桜鬼っこまつり】  

町民参加型の秋祭りで、若桜鉄道イベントや農協祭りと同時開催され賑わいます。多彩なゲストを招いてのス

テージショーやストリートパフォーマンス、バザー出店が行われます。 

■開催日  １０月１１日（日） 予定     ■会場  若桜鉄道若桜駅前ひろば（予定） 

■問合せ先  若桜町産業観光課  電話 0858-82-2238 
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【ウォーキングフェスティバル・アジアトレイルズカンファレンス鳥取大会】  

アジアのウォーキング愛好者が一堂に会する国際イベント、「アジアトレイル

ズカンファレンス鳥取大会」が開催されます。  

〔基調講演〕 １０月１６日（金）  会場：倉吉未来中心 

〔ポスターセッション〕 １０月１６日（金）～１８日（日）  会場：倉吉未来中心 

〔記念ウォーキング大会〕１０月１７日（土） ゆりはま天女ウォーク、 

１８日（日） 打吹トレイル赤瓦ウォーク、日本遺産三朝温泉・三徳山トレイル  

■申込期間  ７月中旬～９月３０日（水）       

■問合せ先  ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会実行委員会   

電話 0858-23-3290  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.walkingresorttottori.org/ 

 

【三徳山炎の祭典】 

日本遺産に登録された、三徳山毎年恒例の神事。ホラ貝の音と共に多数の山伏行

者が、人々の願い事を書いた護摩木を火中に投じると、その願いが叶うという古来

の修験道行事をメインとした総合祭典です。そして火の上を素足で歩くという火渡り

神事は、修験道の秘術で、身体健康、病気平癒、大願成就等厄除の秘法です。 

■開催日  １０月２５日（日）   ■会場  三徳山三佛寺   

■問合せ先  三徳山三佛寺 電話 0858-43-2666  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mitokusan.jp/ 
 

 

 

６．ムーンライトフラワーガーデン ～とっとり花回廊～ 
 
月灯りをイメージした柔らかい光が園内を包み込む夏の夜のイベント。夜に花を咲かせるサガリバナやユウガ

オの他、夜になると甘い香りを放つチューべローズや夜香木など、夜だけのお楽しみを演出します。期間中に、

なんぶ町民花火大会も開催されます。 

■開催日時  ８月１日（土）～３０日（日）の土曜、日曜及び１３日（木）、１４日（金）  日没後～２１時 

◆第１４回なんぶ町民花火大会  日時：８月１６日（日）20：00～（約４０分間） ※荒天時は８月２２日に延期 

■問合せ先  とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田１１０）  電話 0859-48-3030  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 
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７．自然に癒される 滝床料理 ～今滝（湯梨浜町）～   

落差４４ｍを誇る「今滝」の迫力ある雄姿を楽しみながら、渓流にせり出した「床」で

料理を召し上がれます。滝つぼから見上げる滝の流れの豪快さと滝の音を聞きなが

ら食事をお楽しみください。清流が流れる場所に作られた床は風情たっぷりです。 

■期間  ５月下旬～１１月中旬 ※昼食対応、要予約 

■場所  今滝（東伯郡湯梨浜町北福）  

■受入人数 団体：１５名～７４名、個人：４名様～   

■料金  団体：2,100円～（税込） 

      個人：1,500円～（税込）   

■駐車場  大型バス２台、乗用車１０台  

■問合せ先  湯梨浜町観光協会  電話 0858-35-4052  

 

 

８．アニメで町おこし！ ～岩美町～ 
 
美しい海岸線を有する海と、日本の棚田１００選にも選ばれた景観、平安時代よ

り人々を癒し続けた因幡最古の温泉「岩井温泉」などがある鳥取県の岩美町。そ

して町内の田後港の町並みや浦富海水浴場などがロケ参考地となって描かれて

いる青春アニメ「Ｆｒｅｅ！」。このアニメが放送されてから、多くの「Ｆｒｅｅ！」ファン

がこの地を訪れています。町では、アニメにまつわる独自のイベントを開催したり、

オリジナルグッズを作成し、盛り上がっています。  ■価格５００円（税込） 

■Ｆｒｅｅ！ポストカードセット(５枚セット) サイズ１００mm×１４８mm   

■販売元・問合せ先  岩美町観光協会 電話 0857-72-3481 

 
 
９．鳥取県観光連盟からのお知らせ  
 

９，０００プランを超える遊び・体験を掲載する日本最大級のレジャー・

遊び・体験の予約サイト「asoview！（アソビュー）」内に、観光情報と併

せて、レジャー・体験のプログラムを掲載した「鳥取県特設サイト」を開

設しました。 

鳥取砂丘でのヨガ、透明度の高い浦富海岸でカヌー、大山の麓での

乗馬など、お出かけスポット周辺の体験がオンライン予約できます。 

■asoview！鳥取県特設サイト https://www.asoview.com/lp/tottori_1506/ 

■問合せ先 鳥取県観光連盟 0857-39-2111 
 
 

発行：平成２７年７月２７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/ 

 


