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１．春の最旬情報 
 

【仁風閣３Ｄプロジェクションマッピング】   

白亜の洋館。仁風閣に桜の時期限定で、３Ｄプロジェク

ションマッピングが開催されます。 

■日時  ３月２６日（土）～３０日（水）   

      各日４回 （19 時、19 時半、20 時、20 時半）   

■会場  仁風閣（鳥取市東町 2 丁目 121）   

■問い  鳥取市観光戦略課  電話 0857-20-3227   
 

≪仁風閣≫ 

フレンチ型ルネッサンス様式を基調とした白亜の木造瓦葺２階建ての建物は、随所に

配されているスクロール（巻軸模様）や寄棟造りの瓦屋根などの美しい建築から、国

の重要文化財に指定されています。なかでも、「らせん階段」の構造・職人技には息

をのみます。 

階段には支柱が無く、硬いケヤキを彫った厚板（ささらげた）で支えており、高さ４ｍの

曲線美はまさに芸術品です。春には、仁風閣の桜とあわせて、鳥取城跡や久松公園

のお堀の桜もオススメ観光名所です。 

■問い 仁風閣  電話 0857-26-3595 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tbz.or.jp/jinpuukaku/ 

 

【若桜鉄道３Ｄプロジェクションマッピング】   

若桜鉄道の初めての試み！Ｃ１２系ＳＬ機関車に映し出され

る３Ｄプロジェクションマッピングです。 

■日時  ３月２０日（日）、２１日（月・祝）  

       各日複数回  19 時～  

■会場  若桜鉄道若桜駅構内（八頭郡若桜町若桜 345-2） 

■問い  若桜町ふるさと創生課 電話 0858-82-2231  

 

≪若桜鉄道２９８５（ニクバコ）駅御膳！３月末までの限定発売≫ 

国道２９号線と開業８５周年の鉄道「若桜線」のコラボ。沿線にある山

里の多彩な肉（ニク）を木箱（キバコ）に入れた逸品は、１日限定１０

食の「２９８５駅御膳」です。メインの肉料理は牛、豚、鶏、鹿、イノシ

シを使い地元食材のフルコースです。 

■料金  2,985 円  ■申込締切  ご乗車の 4 日前の 17 時まで  

※土日祝の郡家 12：37 発若桜間ご乗車のお客様のみ販売 

■問い・申込み  八頭町観光協会（八頭郡八頭町郡家 648-6） 電話 0858-72-6007  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://wakatetu.com/item/2985/ 
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【第３８回櫻杯争奪相撲選手権大会】  

倉吉出身の元佐渡ケ嶽親方（元横綱琴櫻）の顕彰と青少年の健

全育成を目的に開催します。山陰両県からわんぱく力士（小学

生）が出場し、力と技を競い合います。 

■日時  ４月１７日（日）予定     

■場所  倉吉市営すもう広場（倉吉市葵町）   

■問い  桜相撲振興協議会  電話 0858-22-3042 
 

≪第５３代横綱 琴櫻記念館≫  

入門まで倉吉で過ごし、立ち合いの強烈なぶちかまし、のど輪で一気に攻める押し相

撲を得意とし、「猛牛」の愛称で市民に親しまれた琴櫻の業績と相撲への情熱を、次世

代へ伝えようと化粧廻しや優勝額など貴重な品々を展示している記念館です。倉吉白

壁土蔵群の観光地にあるので、気軽に立ち寄れます。 

■場所  倉吉市魚町 2518   ■入館料  無料  ■開館時間  9：00～17：00     

■問い  琴櫻記念館  電話 0858-22-4608  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kikaku/kankoukouryu/10/ 
 

≪打吹（うつぶき）公園≫  

琴櫻記念館から歩いて５分程の所にある打吹公園は、「さく

ら名所１００選」「日本の都市公園１００選」に選ばれており、

春になると多種多数のさくらやツツジが咲き誇ります。開花の

時期に合わせて「倉吉春まつり」が開催され、毎年多くのお

花見客でにぎわいます。 

■問い 倉吉白壁土蔵群観光案内所 電話 0858-22-1200 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.apionet.or.jp/kankou/index.htm 

 
 

【とっとり花回廊 スプリングフェスティバル】  

２０万球のチューリップ、桜、パンジー、ポピーなど、色とりどりの花々が競演する夢のような空間です。約５０ｈａ

（東京ドーム約１１個分）の広い敷地内いっぱいに咲き乱れる様は圧巻です。天候のいい日は、園内の花たちと

共に大山の雄大な姿もお楽しみいただけます。 

■開催期間  ４月２日（土）～５月５日（木） ※日程は変更になる場合があります     

■問い  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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２．鳥取のイッピン！ -“鳥取の革”にこだわる職人たち- 
 

【大柄（おおえ）太鼓店 －日南町－】 

明治時代から続く和太鼓の匠。伝統と技を受け継い

できた和太鼓を地元の材料にこだわって製作してい

ます。胴材には日南町産の木材を、皮材には鳥取県

産の黒毛和牛の皮を使用しています。太鼓のひとつ

ひとつに魂が宿り、演奏者の鼓動が迫力ある響きと

なって伝わるよう、精魂をこめて作り上げています。 

■営業時間  9：00～17：00 不定休 ※訪問時は要連絡 ■問い 大柄太鼓店（日野郡日南町三栄 1766） 

電話 0859-82-0362  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/101045.htm 
 

【Dear＊Deer （ディアディア） －若桜町－】 

道の駅若桜「桜ん坊」の向かいに佇むお洒落なお店。店内に並ぶハイセンスな革製品は、地元の鹿革などを

使用して作られているこだわりの品々です。基本的には、お客様のオーダーを受け、要望や意見を聞いてから

一つ一つ丁寧に製作するため、出来上がった作品は世界にひとつだけの自分仕様です。アルファベットや絵柄

を刻印してオリジナル革ストラップを製作する体験はオススメです。 

■営業時間  8：30～19：00 ※ストラップ製作体験有 

■問い Dear＊Deer（八頭郡若狭町若桜 979-1）  電話 0858-82-0875  

 

【ミントチュチュレザー  －米子市－】 

皆生温泉のほど近く、コンクリートのおしゃれな塀で囲まれた店舗兼工房があります。ものづくりに妥協しない

作者のこだわりは、工房の隅々にまで行き渡り、とても居心地のいい空間に、革や籐・帆布を使った鞄や小物

が並んでいます。はじめから完成まで一人で丁寧に作られた製品は、長く使って頂ける様、また使えば使うほ

どに深みが増す様、素材や部品に至るまで吟味されています。また、工房在住の猫ちゃん達に出会うのも、楽

しみの１つです。 

■営業時間  13：00～19：00 ※水曜定休   ■問い ミントチュチュレザー（米子市上福原 3-8-7）  

電話 0859-32-8650  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mint-chu-chu.com/ 
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３．買い食いグルメの旅  ～東部を巡るホカホカ編～ 
 

【１】岩美町代表  とろ蟹まん  -山陰松島遊覧－ 

県内の港で水揚げされたズワイガニの蟹身と、隠し味

に蟹味噌を混ぜ込み、板前さんが一つ一つ手包みで作

りました。蟹の身のおいしさをそのまま活かし、とろみの

ある出汁に絡めた、もちもちふっくらの温かい逸品です。

１つ３５０円で販売中！この時期限定の味です。 

■営業時間  9：00～17：00  ※1 月末まで休業 

■問い・販売場所 山陰松島遊覧株式会社  

電話 0857-73-1212  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/   

≪最寄りの観光地≫ 浦富海岸、山陰海岸学習館、岩井温泉、道の駅きなんせ岩美、鳥取砂丘 
   

   ⇓ 車で 50分  
 

【２】八頭町代表  素手揚げから揚げ  －昇龍軒－ 

地元の学生に大人気のこのお店の秘密は、1本１００円というリーズナブル

な価格設定はもちろん、店主がなんと素手で鶏の唐揚げを揚げるこ

と！！！その職人技で外はサクサク、中はジューシーな逸品です。注文を

受けてからの調理になりますので、アツアツの唐揚げを食べる事ができま

す。店主の素手揚げの勇姿も是非、間近でご覧ください。味は塩、コショウ、

カレー味の３種です。 

■営業時間  15：00～20：00 ※月曜定休   

■販売場所  昇龍軒（八頭郡八頭町郡家 662）    

≪最寄りの観光地≫  

船岡竹林公園、若桜鉄道、八東ふるさとの森、因久山焼窯元  
   

   ⇓ 車で 20分  
 

 

【３】鳥取市代表  揚げたて天ぷら「因幡揚」  －とうふちくわの里ちむら－  

鳥取に来たら是非立ち寄っていただきたいお店のひとつ。揚げたての天ぷらは、豊富

な野菜やイカ、タコ、チーズなど様々な食材を魚のすり身と混ぜ合わせたヘルシーな

逸品。店舗には、常時数十種類の天ぷら達が並び、試食をしてお気に入りを購入する

ことができます。常に新しい味を探求し、店員が順番に新しい味を考案する、１週間限

定販売の逸品も必見です。 

■営業時間  9：00～19：00   

■問い・販売場所  とうふちくわの里ちむら・布袋店（鳥取市河原町布袋

556） 電話 0858-76-3333  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toufuchikuwa.com/ 

≪最寄りの観光地≫道の駅 清流茶屋かわはら、お城山展望台 河原城、

もちがせ流しびなの館  
   

   ⇓ 車で 25 分 
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【４】鳥取市代表  ジビコロ  －微笑みレストラン大国亭－  

鳥取のジビエ肉を子供たちにも手軽に食べてもらおうと、賀露にあ

る鳥取の旬食材を使用したバイキングレストラン「大国亭」で誕生

しました。鹿ミンチに県産ジャガイモをふんだんに使いクリーミーで

ほくほくとした甘みがある一口サイズのコロッケです。テイクアウト

の際は、隣接する「地場産プラザわったいな」にて、１パック２５０

円（１３０g～１５０ｇ）で購入可能です。 

■営業時間  11：00～15：00 (大国亭)、9：00～17：00 (わったいな)   

■問い・販売場所  微笑みレストラン大国亭（鳥取市賀露町西 3 丁目 323） 電話 0857-50-1775   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shokunomiyako.com/  

≪最寄りの観光地≫ かにっこ館、かろいち、賀露みなと海水浴場、白兎神社、吉岡温泉、湖山池遊覧船   

 
 
４．交通情報 
 

【観光タクシーで巡る 山陰の旅】 

皆生温泉もしくは、ＪＲ米子駅を発着するお得な観光タクシーが期間限定で

運行します。鳥取県西部の観光地、境港や米子市内を巡るコースや日本最

大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」や大山を巡るコースもあります。全

コースとも通常価格より３割程度安く料金が設定されており、ご利用のお客

様限定の特典もご用意しています。詳しくはホームページをご確認ください。 

■運行期間  １月５日（火）～３月３１日（木） 

■料金     ２時間コース：小型/中型（４名乗り）7,900 円、ジャンボ（９名乗り）11,300 円 

             ３時間コース：小型/中型（４名乗り）11,300 円、ジャンボ（９名乗り）17,100 円、 

             ３時間３０分コース：小型/中型（４名乗り）14,700 円、ジャンボ（９名乗り）20,400 円 

■問い・申込み  皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888、米子市観光案内所 電話 0859-22-6317 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yonago-navi.jp/itinerary/4164/  

 

 

５．山陰海岸ジオパークトレイル 
 
「トレイル」とは、登山道、自然歩道などを自然に親し

みながら歩くことができる道の事をいいます。世界ジ

オパークに認定されているこの地域では、広大な鳥取

砂丘や、透明度が抜群の浦富海岸を望むコースが自

慢です。もちろん、トレイルの特徴である「自然歩道を

中心としたルート」で構成されているため、豊かな自然

はもちろん、日本海に育まれた漁村の風景、歴史文

化といった日本海沿岸の原風景も存分に楽しめるコ

ースとなっています。お子様連れのご家族や、体力に自信のない方も挑戦できる初心者向けのコースから、ア

ップダウンや丸太橋などがあり、冒険気分も味わう事が出来る上級者コースと全７種類のコースがあります。

大自然を目で身体で感じてみませんか。   

■問い  岩美町観光協会 電話 0857-72-3481  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sanin-geotrail.net/ 
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６．びっくりするでぇ～！神社巡り ～手水が温泉かけ流し！？三朝神社編～ 
 

日本遺産に登録された、三朝温泉の守り神的存在の神社。この神社の手水所は、なんと温泉！！常にラジウ

ム温泉が湧いており、「神の湯」として地元の方や観光客に親しまれています。神社は温泉街から少し中に入

った物静かな雰囲気の所にあり、境内にはケヤキの大木が生い茂り、心地良い空気に包まれています。比較

的飲みやすい口当たりの飲泉もあるので、温泉街の散歩コースに最適です。またこの場所は、約８０年前の映

画「三朝小唄」のシーンにも登場する古木が現存しており、最近では、映画「恋谷橋」の舞台にもなっています。 

神社から歩いて５分程の所に、三朝温泉の株湯や足湯もありますので、是非散策してみてください。 

■問い  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/ 

 

７．鳥取砂丘「砂の美術館」営業時間の変更  

鳥取砂丘砂の美術館の営業時間が、４月１６日から始まる第９期展示「砂で世界旅行～南米編～」より午前９

時から午後６時（最終入館午後５時３０分）までに変更となります。 

※イベント開催時などは、営業時間が延長になる場合があります。なお、平成２７年度第８期展示は、１月３日

をもって閉館しております。 

■問い  鳥取砂丘砂の美術館  電話 0857-20-2231   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/  

 
 

８．開運八社巡りの福榮神社に売店「福の里」がオープン！ 
 
福榮神社の参道入口右手に、売店「福の里」がオープンしました。土曜・

日曜・祝日限定の営業で、中には休憩スペースも設けられています。県内

の縁起のよい名前の神社を巡る「申年因幡伯耆國開運八社巡り」をして、

是非お立ち寄りください。 ※テント販売は、団体の事前予約のみ   

■問い  日南町観光協会 電話 0859-82-1115、 

福栄まちづくり協議会 電話 0859-83-0454  

 

平成２８年１月２５日発行 

発行：平成２７年８月２５日 

 

 

 

〔とっとり観光ニュースとは…〕 
  
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。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定期的にお届けします。複製・転載可です(一部画像を除く)。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。バックナンバーは、ホームページよりご覧ください。 
 
〔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  

  鳥取県の観光情報ホームページ → とっとり旅の生情報  http://www.tottori-guide.jp/ 


