１．観光連盟推薦観光みやげ品が決まりました！
鳥取県の観光みやげ品の品質向上を図り、鳥取県の観光振興に寄与することを目的として、観光連盟推薦
観光みやげ品審査会を開催しました。
郷土色の豊かさや話題性、品質など厳正な審査の結果、新たに１１品目２１点が指定されました。指定された
観光みやげ品には、トリピーの合格シールが貼付されます。

＜平成２９年度観光連盟推薦観光みやげ品審査会 審査結果順位＞
１位 山陰の味 大風呂敷

【宝製菓株式会社】

２位 焼きかにせんべい

【宝製菓株式会社】

３位 傳統珍果 とち餅（白） 【寿製菓株式会社】

＜平成２９年度（公社）鳥取県観光連盟推薦観光みやげ品＞
（認定期間：平成２９年１１月１日～平成３１年１０月３１日）

【山陰の味 大風呂敷（おおぶろしき）】
■指定品目

６個入、１０個入、１２個入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ 、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/

【焼きかにせんべい】
■指定品目

１４枚入、３０枚入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/
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【傳統珍菓（でんとうちんか）とち餅（白）】
■指定品目

６個入、８個入、１２個入

■出品者

寿製菓株式会社

■問合せ

0859-22-7456

■所在地

米子市旗ケ崎

■取扱店舗

お菓子の壽城、ＪＲ鳥取駅・米子駅・松江駅構内
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okashinet.co.jp/

【たなつ庵 薯蕷（じょうよ）まんじゅう】
■指定品目

１０個入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/

【抹茶しぐれ】
■指定品目

１０個入、１５個入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/

【梨ケーキ】
■指定品目

８個入、１２個入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/

【黄金のポルボローネ】
■指定品目

１２個入

■出品者

宝製菓株式会社

■問合せ

0858-49-5555

■所在地

琴浦町逢束

■取扱店舗

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ、県内土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takara-seika.co.jp/
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【福々兎（ふくふくうさぎ）】
■指定品目

４個入、８個入

■出品者

寿製菓株式会社

■問合せ

0859-22-7456

■所在地

米子市旗ケ崎

■取扱店舗

お菓子の壽城 、ＪＲ鳥取駅・米子駅・松江駅構内
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okashinet.co.jp/

【傳統珍菓（でんとうちんか）とち餅（赤）】
■指定品目

８個入、１２個入

■出品者

寿製菓株式会社

■問合せ

0859-22-7456

■所在地

米子市旗ケ崎

■取扱店舗

お菓子の壽城、ＪＲ鳥取駅・米子駅・松江駅構内
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okashinet.co.jp/

【松葉がにせんべい】
■指定品目

１５枚入、３０枚入

■出品者

寿製菓株式会社

■問合せ

0859-22-7456

■所在地

米子市旗ケ崎

■取扱店舗

山陰両県の駅、空港、高速道路、総合スーパー、
各温泉旅館、観光土産店など
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okashinet.co.jp/

【日本海産さわらの天然だし】
■指定品目

１０ｇ×５袋入

■出品者

中浦食品株式会社 境港工場

■問合せ

0859-45-7500

■所在地

境港市竹内団地

■取扱店舗

大漁市場なかうら
中浦本舗（イオン米子駅前店、シャミネ松江店）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nakaura-f.co.jp/
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２．とっとりのイベント情報！
【みささ温泉雛めぐり】
期間中、三朝温泉街の旅館や商店、施設など約３０軒に
お雛さまが飾られます。温泉街の風情と、雅なお雛さまを
楽しみながら散策できます。また指定箇所に設置された
スタンプを集めると抽選で素敵なプレゼントが当たります。
■期 間

平成３０年２月１５日（木）～３月１５日（木）

■会 場

三朝温泉街（三朝町三朝）

■問合せ 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/

【雪上の熱き戦い！若桜町 西日本雪合戦大会】
中国地方有数の高峰「氷ノ山（ひょうのせん）」の麓にある若桜町では、毎年２月に西日本雪合戦が開催され、
県内外から多くの参加者があります。１チーム７名で試合を行い、相手チームのフラッグを抜くか、競技終了時
に残った選手が多いチームが勝ちとなります。雪上で繰り広げられる真剣勝負に是非ご参加ください。

■日 時

平成３０年２月３日（土） 午後１時～、４日（日）午前９時～

■会 場

若桜町ふれあい広場（若桜町若桜）

■問合せ

西日本雪合戦大会事務局（若桜町教育委員会事務局内） 電話 0858-82-2213
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.wakasa.tottori.jp/
※部門及び参加料、積雪情報等詳細については、大会事務局へお問い合わせください。

【さじアストロパーク第２３回雪まつり】
直径１０３cm の大型望遠鏡が自慢の国内有数の公開天文台「さじアストロパーク」
で、楽しみながら自然と触れ合う、雪祭りが開催されます。雪像づくりや雪上パン
食い競争をはじめ、雪上でのグラウンド・ゴルフやジャンボかるた大会など多彩な
催しが楽しめます。
■日 時

平成３０年２月１２日（月・休）午前１０時３０分～午後３時

■会 場

鳥取市さじアストロパーク（鳥取市佐治町高山）

■問合せ 鳥取市さじアストロパーク 電話 0858-89-1011
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1425466200201/
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３．最新情報！
【平成３０年戌年（いぬどし）因幡伯耆國（いなばほうきのくに） 開運八社巡りが始まります！】
その年の干支にちなんだ神社と縁起のよい名前の神社を
巡る「因幡伯耆國開運八社巡り」。平成３０年戌年（いぬどし）
の所縁神社が、湯梨浜町の「倭文（しとり）神社」に決まりま
した。「戌」は安産の象徴とされており、倭文神社は、「安産の
神」として崇敬されている伯耆國一ノ宮です。神社を巡り、開
運手ぬぐいや福紗に御朱印スタンプを集めましょう！
神社へのアクセス、手ぬぐいの取扱所の案内など、詳しくは
鳥取県観光連盟のホームページをご覧ください。
■価 格

手ぬぐい：５００円（税込）、福紗：８００円（税込）

■開運手ぬぐいの取扱期間
※[戌年手ぬぐい] １２月１日～平成３０年１２月３１日まで、酉年手ぬぐいは１２月３１日まで
■問合せ 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/kaiun8/

≪旅行会社様向け情報≫
【平成２９年度第２期ぐるっと山陰バス旅行商品支援補助金 受付中】
バスを利用して鳥取県内へご旅行いただく企画に対して、鳥取県内の宿泊旅行の場合、バス１台あたり４万円、
日帰り旅行の場合、バス１台あたり２万円の補助が支給されます。
（申請条件）
■鳥取県以外の地域を出発し、鳥取県内をバスで周遊する行程。
■平成３０年３月２０日までの催行分。
■旅行催行日の３０日前までに申請。
■バス１台あたりの構成人数が２０名以上。
■鳥取県内の観光施設等に２か所以上立寄る行程。
■鳥取県内の食事提供施設等で昼食等をとる行程。
■鳥取県内に宿泊する旅程の場合、宿泊日は金曜と休前日を除くこと。
■宿泊をしない日帰り旅程の場合、旅行日は土曜と休日を除くこと。
なお、詳しい交付条件、及び申請書式については、鳥取県観光連盟ホームページ「とっとり旅の生情報」の
旅行会社・企業ぺージをご覧ください。
■問合せ 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/824/1155/21888.html

４．交通情報
【とっとり雪みちＮａｖｉ】
県内の積雪や道路状況をライブ映像等でご確認いただけ
る便利なサイト。旅行にお出かけの際はこちらをご覧いた
だき、雪道への備えをして安全運転でお越し下さい。
■問合せ 鳥取県道路企画課 電話 0857-26-7357
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yukinavi.net/
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【鳥取・因幡 G バス新コース Geo west（ジオウエスト）コースが運行されます！】
鳥取市と鳥取県東部の因幡の地を巡る、お得な昼食付日帰りバスツアー「鳥取・因幡Ｇバス」。平成３０年１月
より新たなコースが加わり、新しい魅力をお届けします。人気スポットの鳥取砂丘、古事記「因幡の白うさぎ」の
舞台となった白兎海岸・白兎神社をはじめ、因州和紙の紙すき・ランプシェイド作りや海産物のお買物等楽しめ
るコースです。
■コース
ＪＲ鳥取駅南口→白兎海岸・白兎神社→紙漉き体験（ランプシェードづくり）→夏泊海岸・魚見台→鹿野町歩き
→（昼食）すげ笠御膳→賀露港→鳥取砂丘→ＪＲ鳥取駅南口→鳥取砂丘コナン空港→吉岡温泉
■運行期間 平成３０年１月２７日（土）、２月１０日（土）、２月２４日（土）、３月１０日（土）、３月２４日（土）
■料 金

大人（中学生以上）：４，０００円、 子ども（３歳～小学生）：３，０００円

■問合せ

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/

【広島から皆生温泉へ！広島⇔皆生温泉往復バス、皆生温泉ライナー！】
広島市と皆生温泉を結ぶ直行バス「皆生温泉ライナー」が今年も運行されます。不慣れな雪道やロングドライ
ブも、バス乗車ならゆっくりくつろいで皆生温泉へお越しいただけます。皆生温泉到着後、「とっとり花回廊」で
のイルミネーション鑑賞をオプションで設定しています。お帰りには、新鮮な海産物のお買物と出雲大社の観
光等、山陰の冬の旅をお楽しみいただけます。
■コース
＜往路＞ＪＲ広島駅新幹線口→広島バスセンター→三篠町３丁目→アストラム古市駅→ＪＲ緑井駅→高陽
→可部駅前→安佐ＳＡ（自由昼食）→皆生温泉各施設→とっとり花回廊（オプション）→皆生温泉
＜復路＞皆生温泉各施設→大漁市場なかうら（買い物）→江島大橋（ベタ踏み坂）→出雲大社（自由昼食、
自由見学）→可部駅前→高陽→ＪＲ緑井駅→アストラム古市→三篠町３丁目→広島バスセンター
→ＪＲ日理島駅新幹線口
■運行期間

１２月６日（水）～２２日（金）、平成３０年１月６日（土）～３月１０日（土）

■料 金

８，０００円（大人、子ども同一料金） ２月はキャンペーンで６，０００円！

■問合せ

皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.kaike-onsen.com/
広交観光株式会社 電話 082-238-4930
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hiroko-group.co.jp/kanko/onsen/kaike.htm

平成２９年１１月２７日発行

〔とっとり観光ニュース〕
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(著作権表示が付いている記事等は除く)。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/
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