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１ とっとりの梨あれこれ 
 梨といえば鳥取県！県内では多数の品種が栽培され、夏か

ら晩秋にかけて、旬の青梨や赤梨を味わうことができます。

特に、夏に旬を迎える二十世紀梨は、栽培開始から 100年以

上の歴史を持ち、出荷量は国内で１位と、鳥取県を代表する

農産物です。 

 品種と収穫時期については、８月上旬から「ハウス二十世

紀梨」や「早優利（さゆり）」、８月下旬には、「二十世紀梨」、

「なつひめ」や「新甘泉（しんかんせん）」という新品種が

登場し、秋には「新高（にいたか）」や「王秋（おうしゅう）」

という大きめの赤梨が旬を迎えます。 

 食べるもよし、学ぶもよし、梨の本場・鳥取で梨三昧はいかがですか。 

 

【その場でガブリ！梨狩りは鳥取砂丘で♪】 

 鳥取砂丘周辺にはたくさんの梨畑が並び、通称「ふくべ梨狩り街道」は旬の時期には多くの観光客

で賑わいます。梨畑で多く栽培されている二十世紀梨は、透き通るような緑黄色となめらかな皮が特

徴です。近年は、甘みと酸味のバランスが絶妙の青梨「なつひめ」や、芳醇な甘みとみずみずしさが

特徴の赤梨「新甘泉」などを食べ比べできる梨畑もあります。 

 採れたての梨のおいしさを堪能し、お土産を買って、皆さんにお裾分けしましょう。 

 ■所在地 鳥取市福部町湯山（鳥取砂丘近く） 

 

＜山湯山果実組合（砂丘のなし屋さん）＞ 

 ■期間  ８月下旬～11月上旬 

■時間  9:00～16:00 

 ■問合せ 山湯山果実組合 電話 0857-75-2226 

      URL http://yamayuyama.com/ 

＜浜湯山果実組合＞ 

■期間  ８月下旬～10月下旬 

■時間  9:00～16:00 ※園により異なる 

■問合せ 浜湯山果実組合 電話 0857-75-2002 

 

【お土産付が嬉しい♪二十世紀梨体験】 

 県内の梨の一大産地である倉吉の梨畑で、もぎたての梨食

べ放題の収穫体験や、冷えっ冷えの３種の梨を食べ比べる体

験ができます。どちらの体験も２玉のお土産付きです。 

■所在地 倉吉観光梨園（倉吉市古川沢 沢山梨団地） 

■期間  ８月 25日（土）～９月 24日（月・振替休日） 

■時間  10:00～16:00 

■料金  ①もぎたての梨食べ放題の収穫体験 

    一般 1,000円（団体 20名以上は 100円引き） 

②冷えっ冷えの３種の梨食べ比べ体験 660円  ■人数 ①１名～ ②15～45名 

■問合せ 倉吉観光マイス協会 電話 0858-24-5371 

URL https://www.kurayoshi-kankou.jp/2017/06/30/梨狩り/ 

特産品・二十世紀梨 

砂丘周辺の梨狩り・直売所エリア 

梨狩り 
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【団体ツアー 東郷梨選果場見学と梨食べ放題】 

 1906 年から生産が始まった東郷梨の選果場を見学し、季

節毎に違う品種の梨を味わうことができます。 

（品種一例）：二十世紀梨（８月下旬～９月上旬）、 

新興梨（10 月中旬～11月上旬） 

■所在地 ＪＡ鳥取中央東郷梨選果場 

（東伯郡湯梨浜町中興寺） 

■期間  ８月上旬から 12月末まで 

※時期により梨の品種は異なります。 

■時間  約１時間 

■料金  600円（お土産付は＋200円） ■受入人数 20～120人 

■問合せ 湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052 URL https://www.yurihama-kankou.jp/ 

 

【梨のことならおまかせ！鳥取二十世紀梨記念館】 

 二十世紀梨の巨木が入口で迎えてくれる「鳥取二十世紀梨記念館」は通称「なしっこ館」と呼ばれ、

梨の歴史や栽培方法はもとより梨を使用した料理にいたるまで、梨のことなら何でも学ぶことがで

きます。 

＜なしっこ館スタッフおすすめポイント＞ 

 「梨のキッチンギャラリー」では、年間を通して毎日３種類の梨を食べ比べできます。また、「二

十世紀梨ものがたり劇場」では、昭和初期の梨農家の梨づくりにかけた情熱を映像でご覧いただけま

す。キッズに大人気の「不思議ガーデン」では、巨大な梨の木が頭上に広がり、人間が小さくなった

イメージで梨畑を散策でき、梨にまつわるクイズに挑戦できます。 

 

＜フルーツパーラーおすすめ なしっこミニパフェ＞ 

二十世紀梨のブランド産地である東郷産の梨のピューレを使用し、爽やか

な梨の風味を味わえるソフトクリーム入りのパフェで、なしっこ館ならでは

の「梨」が添えられているのが特徴です。 

 

 

＜ミュージアムショップ 売れ筋ランキング＞ 

梨を素材にしたお土産が多く並び、収穫期になると梨の販売が始まります。 

 

二十世紀梨の巨木（入口） 不思議ガーデン ミュージアムショップ 

鳥取二十世紀梨ゼリー 鳥取二十世紀梨ゼリー 果汁 99.9％贅沢二十世紀梨ジュース 

二十世紀梨の選果 

なしっこミニパフェ 
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■所在地  倉吉市駄経寺町 198-4 倉吉パークスクエア内 

■開館時間 9:00～17:00（入館は 16:40まで） ■休館日 第１・３・５月曜日他 

■料金   大人 300円、小人 150円（10名以上１割引、20名以上２割引） 

■問合せ  鳥取二十世紀梨記念館 電話 0858-23-1174 URL http://1174.sanin.jp/ 

 

２ 新着情報・トピックス 

【船内でスイーツやブランチが楽しめる！浦富海岸クルーズ船が就航開始！】 

 ノスタルジックモダンに装飾されたクルーズ船「Muse（ミ

ューズ）」が６月 30日から就航を開始します。 

エメラルドグリーンとコバルトブルーの透明度の高い海

を見ながら、地元スイーツ店こだわりのワンプレートスイー

ツやブランチを味わえる約 60 分のクルーズでは、優雅なひ

と時を過ごせること間違いなしです。 

 

 

 

■所在地  山陰松島遊覧(株)（岩美郡岩美町大谷 2182） 

■運航日  ６月から９月までの土曜・日曜 完全予約制 

      団体貸切り：基本的に上記期間で常時受付 

■出航時間 ブランチ 10:00～ スイーツ 14:30～ 

■料金   ブランチ、スイーツ 各 4,800円（税込） 

■定員   25名  ■最少催行人員 ８名 

■問合せ  山陰松島遊覧(株) 電話 0857-73-1212 

URL http://www.yourun1000.com/ 

 

【山陰を走る新たな観光列車「あめつち」が運行開始！】 

 観光列車「あめつち」は、漢字で「天地」と書きます。「ネイティブ・ジャパニーズ」というコン

セプトでデザインされ、車体全体の「紺碧色（こんぺきいろ）」は山陰の美しい空や海を表現してい

ます。内装には、智頭杉（ちづすぎ）や因州和紙（いんしゅうわし）など山陰の素材が多く使用され

ています。運行中、お食事やスイーツを楽しめるのも魅力のひとつです（要予約）。 

 

■運行区間 山陰本線 鳥取駅～出雲市駅間 

■運転日  2018年７～11月分：主に土曜・日曜・月曜 

■運転時刻 (下り)鳥取→出雲市 鳥取 9:00発 倉吉 9:45発 米子 11:06発 出雲市 12:47着 

      (上り)出雲市→鳥取 出雲市 13:41発 米子 15:35発 倉吉 16:36発、鳥取 17:36着 

※停車駅は抜粋しています。※全車指定席。乗車券の他にグリーン券が必要です。 

■その他  乗車日の 1 ヵ月前の 10:00から全国の JR の主な駅のみどりの窓口・主な旅行会社でお

買い求めいただけます。 

■問合せ  ＪＲ西日本米子支社総務企画課 電話 0859-32-0255 

浦富海岸クルーズ船「Muse」 

オリジナルスイーツ 

観光列車「あめつち」 内 装 大江ノ郷スイーツセット 

（乗車の４日前までに要予約） 
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【山陰デスティネーションキャンペーン開催】 

 2018 年７月から９月にかけて、山陰両県で様々な催しが開催されます。この夏は是非山陰の旅を

お楽しみください。 

■期間  2018年７～９月 

■問合せ 山陰デスティネーションキャンペーン協議会（島根県観光振興課内） 

電話 0852-22-5619 URL http://www.saninji.jp/dc/ 

 

【大人達の社会見学 新たに見学箇所が追加！】 

＜大人達の社会見学 山陰アシックス工業株式会社＞ 

 アシックスグループで国内シューズ生産に携わる唯一の

工場で、アシックス独自のブランドである「オニヅカタイガ

ー」（ジャパンメイド）の製造が主力の製造工場を見学でき

ます。なかなか見ることのできないハンドメイド中心の製

造工程、通路ギャラリーに展示された歴代シューズや創業

の軌跡は必見です。 

■場所 山陰アシックス工業株式会社（境港市渡町 2900） 

■期間 通年  ■人数 10～30名  ■料金 無料 

■時間 10：30～12:00、13:30～15:00 

■申込み  事前予約要（2週間前までに） 

■注意事項 工場内の写真撮影は原則禁止です。 

■問合せ  米子市観光協会 電話 0859-37-2311 

      URL http://www.yonago-navi.jp/ 

 

【日野郡３町三色“たたらんち” 新バージョン登場！】 

＜たたらんち 金持神社☆たたらどんぶり＞ 

 日本古来の製鉄法「たたら」の歴史がある日野

郡で、地元の食材を使って「たたら」を表現した

ご当地ランチ「日野郡３町三色“たたらんち”」が

デビュー１周年を迎えました。これを記念して、

どんぶりバージョン「金持神社☆たたらどんぶ

り」が６月 29日にデビューします。 

 地元で採れた旬の野菜を使い、「大山どり」や

「金運ＵＰせんべい」をあしらったどんぶりは、

見た目も美しく、食べれば開運間違いなしです。 

■販売店舗 日野郡内たたらんち販売７店舗  ■料金 800円～（販売店舗により異なる） 

■問合せ  日野郡広域交流促進協議会（日野振興センター日野振興局内） 

電話 0859-72-2082 URL http://www.tatalunch.com/ 

 

平成３０年６月２５日発行 

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、旅行会社の皆様をはじめ、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。ご不明な点はお問合せください。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 ファクシミリ 0857-39-2100 

                      E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ始めました！「insta_tottori」で検索！＞ 

           鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報） URL http://www.tottori-guide.jp/ 

工場見学の様子 

金持神社☆たたらどんぶり 


