１．キャンプ場へＧＯ！！
鳥取の自然を肌で感じながら、キャンプをしませんか？海で遊ぶもよし！山で遊ぶもよし！

【緑水湖オートキャンプ場】（西伯郡南部町下中谷 1128-1 ）
オートサイトは各区画にＡＣ電源、水道、野外炉付きで、場内施設も
充実。すぐ側の緑水湖でルアーフィッシングやボート遊びが楽しめま
す。オート１９区画・キャンピングカー４区画。
■問合せ先 緑水園 電話 0859-66-5111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/p/ryokusuiko/camp/

【森の国いこいの森キャンプ場】（西伯郡大山町赤松 634 ）
フィールドアスレチック施設内にあり、テント専用サイトは、オートサイト
も含め全９３区画。芝生サイトやかまど付きサイト等、目的にあわせて
利用できます。また、１年を通して様々な自然体験プログラムや食体
験プログラムも楽しめます。
■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/

【山王谷（さんのうだに）キャンプ場】（鳥取市佐治町中 ）
場内を澄みきった清流が流れ、水量の多い山王滝も近いなど夏でも過ご
しやすい好環境で、川遊びもおすすめ。予約をすれば、川魚のつかみ取り
（その場で調理して食べることも可）やシャワークライミング、五右衛門風
呂などの体験も可能です。テント専用サイトは約２０張り収容。
■問合せ先 たんぽり荘 電話 0858-88-0666
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/500

【北栄町お台場公園キャンプ場】（東伯郡北栄町由良宿 1458-16 ）
史跡「由良台場」の北側に整備された広大な松林の公園の一角にあり、テント専用
約８０張り収容できます。国道沿いに広がる敷地内には、多目的広場やテニスコート
があり、当時のままの姿で残る国史跡由良台場跡に隣接しています。
■問合せ先 お台場公園管理事務所 電話 0858-37-4888
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-hokuei.net/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=156

【柳茶屋キャンプ場】（鳥取市浜坂 1157-115）
鳥取砂丘の入り口にあり、子どもたちの遊び場いっぱいの鳥取砂丘こどもの国に
隣接しています。テント専用約５０張り収容で、施設は炊事棟とトイレのみとシンプ
ルですが、通年、無料で利用できます。温泉も近くにあります。
■問合せ先 鳥取市観光戦略課 電話 0857-20-3227
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1335848117565/index.html
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２．夏のスイーツ☆集めました
店名

ジェラテリア・
アンミラート

大江ノ郷自然
牧場
ｃｏｃｏｇａｒｄｅｎ

鳥取県内のオススメジェラート＆ソフトクリームのご紹介です♪

所在地

特徴

問合せ先

鳥取市

農産品直売所「わったいな」直営店ならではの、旬のフ
ルーツや野菜を使ったジェラートが常時１６種類並ぶジェ
ラートマエストロがいる店です。梨やさつまいも、新米を
使った味もあります。着色料、香料不使用で、毎日届く新
鮮な大山乳業の牛乳をベースに手作りしています。

0857-50-1771

八頭町

４月から販売を開始したジェラートは、季節ごとの国産、有
機の素材を厳選。牛乳は大山「岸田牧場」のもの、たまご
は大江ノ郷で育てた「天美卵」を使用。合成着色料・食品
0120-505-606
添加物を不使用の完全無添加で手作り。６、７月はサマー
フルーツのジェラートが並びます。

【イカ墨ソフトクリーム】
山陰松島遊覧船のりば内にて販売される、名物イカ墨ソフ
0857-73-1212
トは、見た目のインパクト大ですが、味はとっても美味しい
です。

あじろや

岩美町

中国土産處
老龍頭
（ろうりゅうと
う）

【楊貴妃のささやき】
マンゴーとバニラのミックスにクコの実をちらし、生姜とマン
湯梨浜町
0858-32-2677
ゴーのドライフルーツをトッピングしたアイスです。中国庭
園「燕趙園」の向かいにある土産処で販売。

地元食材を使用したアイスの中には、変わり種のしじみ味
ゆりはまを愛す
噌汁味や酒粕ジェラート、バジル＆ミルクなど他にはない
プロジェクト
湯梨浜町 味が多く、旬のフルーツ味以外も試してみたくなる味で
0858-35-4052
(湯梨浜町内
いっぱいです。東郷湖周辺の足湯に入りながらお楽しみく
各所）
ださい。

なしっこ館
（鳥取二十世
紀梨記念館）

倉吉市

桑田醤油醸造
場
倉吉市
（赤瓦六号館）

とろろ屋ねば
りっ娘
（道の駅北条
公園内）

北栄町

【梨ソフトクリーム】
鳥取県の特産品「梨」にちなんだ梨ソフトは、みずみずしい
梨の味を感じることができます。
二十世紀梨のピューレを使っていて、ジェラートのように爽 0858-23-1174
やかであっさりとした味が大人気です

【しょうゆアイスクリーム、ポン酢アイスクリーム】
しょうゆアイスクリーム、ポン酢アイスクリームは組み合わ
0858-22-2043
せからは想像できない美味しさに多くのお客様が驚きの声
を上げます。

【ねばりっこソフトクリーム】
北栄町が誇る新種長芋 ” ねばりっこ ” （従来の長芋よ
り、ねばりも甘みも強いのが特徴）を使った、ソフトクリーム 0858-36-4618
です。

北栄町

【すいかソフトクリーム】
北栄町は、スイカが特産品。国道９号線沿いにある「道の
駅 大栄」にはスイカソフトクリームがあります。スイカの香 0858-37-5395
りと甘みが口の中いっぱいに広がり、大人から子供まで大
人気です。

道の駅
大山町
大山恵みの里

【紅茶ソフトクリーム】
大山町陣構で生産される紅茶を使用。ひと口食べると紅茶
の味がふわっとし、やさしいミルクティのようで、濃厚な味も
楽しむことができます。大山山麓で栽培されたこの紅茶の 0859-54-6030
茶葉は無農薬有機農法にこだわっており、大山町の名産
品として販売されています。

道の駅大栄
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店名

大山まきば
みるくの里

所在地

伯耆町

特徴

問合せ先

生乳をたっぷり使ったソフトクリームは、なめらかで濃厚。
広い牧場内には放牧された牛を間近に見ることができ、背
後には雄大な大山、目の前には弓ヶ浜半島がくっきりと見 0859-52-3698
える大絶景の中で食べるソフトクリームは絶品。

とっとり花回廊
（特産センター 南部町
野の花）

【古代米ソフトクリーム】
町内で栽培された古代米を使ったソフトクリーム。とっとり
花回廊入口近くの「野の花」で販売されています。地元名 0859-48-3087
産の柿やブルーベリーを使ったソフトクリームも季節限定
で販売予定です。

緑水園

南部町

【いちじくソフトクリーム】
地元・南部町の特産品いちじくをたっぷり使ったフルーティ 0859-66-5111
ないちじくソフトクリームは人気です。

江府町

【ブルーベリーソフトクリーム】
農園で収穫したばかりのブルーベリーを使用したソフトク
リームやフレッシュジュース、スムージー、焼きドーナツな
どを販売しています。

米子市

【「皆生温泉 海に降る雪 上代」ジェラート】
マリンコラーゲン入りの純米大吟醸「皆生温泉 海に降る雪
上代」ジェラートや、鳥取ならではの二十世紀梨ジェラート 0859-30-3220
を販売しています。皆生温泉でお土産を買うならこちらが
オススメです。

らぐるぽ

米子市

定番のミルク、小豆みるく、お茶（かぶせ茶・ほうじ茶・
抹茶）、チョコレート、季節のものなどから、日替わりで並び
0859-49-1074
ます。 ジェラートもなか（ミルク、チョコレート）もオススメで
す。

まちなか
アスパル

境港市

水木しげるロードにあるJAとっとり西部のアンテナショップ
「まちなかアスパル」では、季節の野菜と果物のジェラート 0859-47-1277
（シングル、ダブル、ようかいスリー）が楽しめます。

カフェテリア・
アペゼ

皆生横丁
きないや

0859-72-3301

３．初夏のイベント情報
【アロハカーニバル –湯梨浜町-】
日本のハワイに宿泊して、ハワイ旅行を当てよう！アロハ丼やアロハバーガーのスタンプラリーなど期間中は、
ハワイを満喫できるイベントを開催します。
■開催日 ６月１１日（木）～８月３１日（月）
■問合せ先

湯梨浜町観光協会

■開催場所 はわい温泉・東郷温泉・東郷湖周辺一帯

電話 0858-35-4052

【蓮ウォーク –鹿野町-】
鹿野に咲く蓮を眺め、城下町を歩きます。距離は４．２１９５km なので、どなたでも気軽にご参加いただけます。
参加者には嬉しい鹿野温泉のイベント当日から８月２日まで利用可能な入浴券付きです。
■開催日

７月２６日（日） 午前中

■問合せ先

鳥取市西商工会鹿野会館

■受付場所

鹿野町中央公民館（鳥取市鹿野町鹿野）

電話 0857-84-2402
- 3 -

【ブラックライトアート～神話への誘い～古代王国ナギサプロムナード –米子市-】
昼間は何もない海岸沿いの遊歩道に、突如として現れる神秘的な期間限定
ブラックライトアートを是非お楽しみください。
■開催日

４月２８日（火）～７月９日（木） 日没後

■開催場所

皆生温泉海岸遊歩道

■問合せ先

皆生温泉旅館組合

電話 0859-34-2888

４．とっとり☆最新情報発信
【日本海サンセット・漁火クルージング運行します】
船上から眺める鳥取砂丘、夕日や漁火を楽しめます。下船後は食
事も付く実施日限定のクルージングです。
■開催日

７月１７日（金）、１８日（土）、１９日（日）、２４日(金）、

２６日（日）、３１日（金）、８月１日（土）、２日（日）、７日（金）、
８日（土）、９日（日）、１３日（木）、１４日（金）、１５日（土）
■乗船時間

18：40～19：20（７月）、18：20～19：00（８月）

■申込締切

乗車前日午前中まで

■料金

大人（中学生以上）3,000 円、小学生 1,500 円 ※大人１名につき、幼児１名無料、２人目から

■最少催行人員

１５名

乗船料 500 円必要。また小学生未満で食事注文も方は 1,000 円
■問合せ先

山陰松島遊覧（株）

電話 0857-73-1212

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/

【鳥取県おすすめ手話観光ガイド』が完成！】
平成２５年１０月に全国初の手話言語条例を制定した鳥取県において、県内１０箇所の観光地の魅力を手話で
紹介する動画が完成しました！地元のろう者の女性２人が出演し、手話で観光案内することにより、ろう者にと
って大変分かりやすい内容で、視覚障がい者向けの音声解説も付いて
います。バリアフリー動画なので、誰でも楽しめます。完成した動画はホ
ームページで配信していますので、是非ご覧ください！
■問合せ先 鳥取県障がい福祉課 電話 0857-26-7201
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/246053.htm

【鳥取砂丘砂の美術館 ３Ｄプロジェクションマッピング～砂と光のファンタジア】
好評の砂像に映像を映し出す３Ｄプロジェクションマッピングを今年も開催します。
■開催日

８月８日（土）～８月１６日（日）

■開催時間

15：00～ ※３０分毎に開催

■料金

大人 600 円、小中高校生 300 円 ※入館料に含む

■問合せ先

鳥取砂丘砂の美術館

最終 20：30

電話 0857-20-2231 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/
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５．食のみやこ鳥取県 ～マグロ～
本マグロとも呼ばれる魚の王様クロマグロ。境港は、生のク
ロマグロの水揚げ量が全国トップクラスの漁港です。日本海
近海で獲れたマグロが６月～８月にかけて大量に市場に並
び、港は活気に溢れます。境港産のマグロは、生鮮で流通
されるため、生きが良くなめらかな舌触りと豊かな風味を楽
しんでいただけます。地元の飲食店では、刺身はもちろんマ
グロラーメンなど様々な料理で提供されます。
■食のみやこ鳥取県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/178136.htm
― マグロを満喫できるお祭り♪ ―

【夢みなと公園 境港さかなセンター第３回初夏のまぐろ祭 】
境港で水揚げされる生の本まぐろを存分にお楽しみください。まぐろ解体ショ―にご当地グルメ屋台、境港大漁
太鼓、抽選会などイベント盛り沢山です。併設の美なと亭では、まぐろメニューが食べられます。
■開催日時

６月２０日（土）、２１日（日）、２７日（土）、２８日（日）10：00～15：00

■開催場所

境港さかなセンター、夢みなとタワー（境港市竹内団地２５９-２）

■問合せ先

境港さかなセンター

電話 0859-45-1111

【まぐろ感謝祭 】
境港漁港の活気あるお祭りです。マグロ解体ショーやマグロ料理も堪能できます。
■開催日

６月２８日（日）

■開催場所

■問合せ先

境港水産振興協会

鳥取県境港水産物地方卸売市場内（境港市昭和町 9-7）

電話 0859-44-6668

６．花のたより✿紫陽花
【逢束（おおつか）あじさい公園 –琴浦町-】
琴浦町の海岸沿いにある「逢束あじさい公園」では、１０
種類、２，０００株近いあじさいが見られ、すがすがしい
潮風を感じながら海を一望できます。近隣には、夏に向
日葵が咲き乱れる「鳴り石の浜」もあります。
■見頃

６月中旬～７月下旬

■場所

東伯郡琴浦町逢束

■問合せ先

琴浦町観光協会

電話 0858-55-7811

【大神山神社 –米子市-】
米子市尾高にある大神山神社は紫陽花観賞スポットのひとつで、境
内には、２，０００株程の様々な種類の紫陽花が見られます。
神社では、「病気平癒」「厄払い」「邪気祓い」「家内安全」のご祈祷を
されており、大山町にある大神山神社奥宮と共に、日頃から多くの参
拝があります。 ■場所 米子市尾高１０２５
■問合せ先

大神山神社

電話 0859-27-2345
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７．道の駅「きなんせ岩美」７月上旬 OPEN！
県内で１３番目の道の駅として新たに登録された、道の駅「き
なんせ岩美」が鳥取県岩美町に７月上旬オープンします。新
鮮で安心・安全な町内産品（主に魚や野菜）の販売をメイン
に、観光情報の発信拠点の役割も担います。
■問合せ先

岩美町道の駅整備室 電話 0857-73-1419
（イメージ）

８．交通情報
【観光タクシー】
皆生温泉、米子駅発着の観光タクシープランです。通常価格より約３割
引きの特別料金で、当日予約も可能です。時間やコースもお選びいた
だく事ができ、さらにご利用のお客様には観光施設の入園割引や嬉し
い特典もあります。
■料金

２時間コース（小・中型）7,200 円、（ジャンボ）10,300 円
３時間コース（小・中型）10,300 円、（ジャンボ）15,500 円
３時間３０分コース（小・中型）13,400 円、（ジャンボ）18,500 円
※小型・中型は４人乗り、ジャンボは９人乗りです。

■コース

○さかなと鬼太郎のまち境港（２・３時間コース）
○日本最大級のとっとり花回廊と名峰大山ドライブコース（３時間コース）
○名水と古代ロマンの町「米子市淀江町」を訪ねて（３時間コース）
○さかなと鬼太郎のまち境港と美保神社（３時間３０分コース）
○さかなと鬼太郎のまち境港と牡丹と高麗人参の里「由志園」（３時間３０分コース）

※このプランをご利用の場合、必ず事前申し込みが必要です。
■問合せ先

皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888、米子市観光協会 電話 0859-22-6317

【三朝温泉宿泊者限定！三徳山早朝参拝バス】
三朝温泉にご宿泊のお客様限定で、三徳山への早朝参拝バスが今年も運行します。
■運行日時

７月１８日（土）～８月２日（日）午前６時～２時間程度

■申込締切

運行日の前日午後８時まで

■料金

大人５００円、小人３００円 ※参加者には、１組に付き護摩木を１本プレゼント

■問合せ先

三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431
発行：平成２７年５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/
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