１．冬の鳥取砂丘を楽しむ
鳥取を代表する観光地「鳥取砂丘」。シーズン
を通して多くの観光客の皆さんにお越しいただ
いていますが、冬の砂丘を訪れてみません
か。
他の季節では味わうことができない冬ならで
はのシーンと張り詰めた空気の中、あたり一
面真っ白な雪景色の砂丘を楽しんでいただけ
るかもしれません！なお、国指定の天然記念
物でもある貴重な自然環境や景観を守り、安
全・安心に過ごしていただくためのルールが設
けられており、また、砂丘での取材撮影については手続きが定められていますので、ホームページなどで事前
に御確認の上、鳥取砂丘の雄大な景観をお楽しみください。
■問合せ先

鳥取県生活環境部 砂丘事務所 電話 0857-22-0583

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/sakyujimusho/

２．田舎の原風景を楽しむ 観光周遊バス「G バス」の「原風景コース」運行開始！
１０月から期間限定で運行が始まったＧバス「原風景コース」のツアーの目玉は、遊覧列車。バスで巡る行程の
うち、若桜鉄道郡家駅から若桜駅までローカル列車に乗車して、のどかな秋の実りと風景を楽しむことができま
す。若桜駅到着後は構内のＳＬ見学や、日本三大投入堂の一つとされる「不動院岩屋堂」を見学します。昼食
は、地元産食材をふんだんに使った素朴で優しい味の「限定 G バス弁当」をいただきます。ちょっぴりプレゼント
付きの旬のフルーツ狩り体験、鳥取砂丘や砂の美術館への立ち寄りなど、盛り沢山のバスツアーです。
■期間

１２月１３日（日）までの毎週日曜日

■出発地・時間
■料金

JR 鳥取駅南口 9:30 出発

■所要時間

約７時間

大人（中学生以上）3,000 円、子ども（３歳～小学生）2,000 円

※バス料金、若桜鉄道乗車運賃、入場料、体験料、食事代金（昼食代）を含む
■問合せ先 （一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756
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３．とっとりの冬☆ゲレンデ情報
鳥取県内のスキー場情報を集めました！今年も早割の販売や、１９歳の方はリフト代金がタダになる企画等ゲ
レンデをおもいっきり楽しんでください。
○だいせんホワイトリゾート （西伯郡大山町大山）
海の見えるゲレンデ！眼下には弓ヶ浜半島、日本海等の大パノラマが望めます。多彩なコースとバリエーショ
ン溢れる企画でいつも楽しくお得に遊べます！
■スキー場開き

１２月２３日（水・祝）※予定

■問合せ先 だいせんホワイトリゾート 電話 0859-52-2315 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen-resort.jp/index.html

○大山桝水（ますみず）高原スキー場 （西伯郡伯耆町大内桝水高原）
大山国立公園の西側にあり、晴れた日には日本海を望みながら滑走できます。夜には米子市街の夜景や日
本海に浮かぶ漁火を眺めながらのナイタ―スキーも楽しめます。
■スキー場開き １２月２３日（水・祝）

■ナイタ―営業日 月・水・金・土・祝祭前日 17：00～22：00

■問合せ先 桝水フィールドステーション 電話0859-52-2420 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.masumizu.net/
○奥大山スキー場 （日野郡江府町御机大平原）
自然を活かした、初心者から上級者向けの縦長のゲレンデが４コ
ース。スノーボード専用パークやちびっこゲレンデもあります。
■スキー場開き

１２月１９日（土）

■問合せ先 奥大山スキー場 電話 0859-77-2828
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://okudaisen.info/
江府町観光協会 電話 0859-75-6007
○休暇村奥大山 鏡ヶ成スキー場 （日野郡江府町御机字鏡ヶ成）
大山の東南に位置し、シーズンを通して積雪が安定しているので、１２月中旬～４月上旬まで滑走が可能です。
緩斜面が多く、スキー、スノーボードの他にソリや雪遊びが楽しめるコースもあります。
■スキー場開き

１２月１９日（土） ※スキー場開き祭は奥大山スキー場にて合同開催

■問合せ先 休暇村奥大山 電話 0859-75-2300

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.qkamura.or.jp/ski/daisen/

○花見山（はなみやま）スキー場 （日野郡日南町神戸上）
西日本有数のロングコース（2,500ｍ）を有し、最大斜度が３９度の上級者向けコースから、初心者コース、スノ
ーボードコースなどバライティーに富んだ７つのコースがあります。
■スキー場開き

１２月２０日前後 ※予定

■問合せ先 花見山スキー場 電話 0859-83-0456
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○わかさ氷ノ山スキー場 （八頭郡若桜町つく米）
自然を活かした変化に富む５つのコースがあります。すぐ側に
は、宿泊施設の氷ノ山高原の宿「氷太くん」があり、研修室や
体育館、グラウンドも完備しているので、個人のお客様だけで
なく、学校や各種団体サークル等での活用にも便利です。
■スキー場開き １２月１９日（土）※予定
■問合せ先 若桜町観光協会 電話 0858-82-2237
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hyounosen.or.jp/play/ski/index.html

４．蟹取県のかに情報！！
蟹取県では、現在ウェルカニキャンペーンを好評実施中です。第１弾
の９月宿泊応募者のカニ当選者抽選も始まり、蟹シーズンの到来に
心弾みます。皆さんも蟹取県に宿泊してカニを当てよう！！
■問合せ先

（公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111

蟹取県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/806/12242.html

【特選とっとり松葉がに “五輝星”（いつきぼし）を販売】
鳥取の冬の味覚を代表する「松葉がに」は、栄養豊富な日本海に育ち、ぎっし
りと詰まった身と上品な旨みが特徴です。今年の松葉がに漁から、大きさ、品
質、型ともに最上位の松葉がにを「特選とっとり松葉がに五輝星（いつきぼ
し）」として販売する事になりました。
基準は甲幅１３．５ｃｍ以上、重さが１．２ｋｇ以上、脚がそろっている、色合い・
みのつまりがよいといった５つの基準をクリアしたもので、５ヶ所の漁港の目
利き人の厳しい目により選ばれたトップブランドです。
■問合せ先

鳥取県食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/251719.htm

【美味しいカニを食べたら無料で楽しめるスポットへ！皆生温泉「花風の足湯」】
米子市観光センター前にある「花風の足湯」は、地元の
方や皆生温泉に来られた観光のお客様の憩いのスポッ
トです。皆生温泉の泉質は保湿性が高く、健康だけでな
く美容効果も期待できます。また近くの皆生海浜公園内
にも皆生温泉開湯１１０周年を記念してオープンした、
日本海を一望できる「潮風の足湯」があります。
（※花風の足湯には無料の貸出タオル有）
■場所

米子市皆生温泉 3-1-1

■利用時間

９時～２１時

■問合せ先

皆生温泉旅館組合 電話 0859-34-2888

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kaike-onsen.com/index_pc.html
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【美味しいカニ料理に舌鼓♪】
■御食事処さかゑや
美味しいカニ料理のお店を御紹介します！境港で水揚げ
されたベニズワイガニを丸ごと一杯使用し、酢飯のごは
んや地場産食材と一緒に紙に包み蒸しあげた『境港新か
にめし』を食べる事ができます。また、かに味噌の茶わん
蒸しや新鮮な旬のお刺身もいただけます。
■問合せ先 御食事処さかゑや（境港市上道町 2184-19）
電話 0859-42-5400
「境港新かにめし」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.sakaiminato-shinkanimeshi.jp/

■ごはん屋いさりび
魚の味にうるさい地元の人達も通う「ごはん屋いさりび」では、９月～１１月は紅ズワイガニ、１１月～３月は松
葉ガニを使用した『かに丸ごと丼』、『かに丸ごと定食』がオススメです。定食に付く茶わん蒸しには、鳥取県西
部地域のご当地あるあるでおなじみの、春雨が入っていますよ♪是非、食べてみてください。
■問合せ先

ごはん屋いさりび（境港市上道町 2075-4） 電話 0859-42-6039

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sanin-net.com/isaribi/index.html

【蟹取県へウェルカニ宿泊クーポン、周遊割引券をお得に活用♪】
秋冬シーズン期に鳥取県への宿泊観光客の増加及び県内を観光周遊していただく事を目的に、大手宿泊予
約サイトで取得する「蟹取県へウェルカニ宿泊クーポン」の発行とクーポンを取得された宿泊者が観光施設や
飲食店等で利用できる「ウェルカニ周遊割引券」を発行します。
≪蟹取県へウェルカニ宿泊クーポン≫
■クーポン取得可能期間
■利用期間

１１月６日(金)～平成２８年２月２６日(金)

１１月１０日(火)チェックイン～平成２８年３月１日(火)チェックアウト

■クーポン割引額

10,000 円以上の宿泊プラン/5,000 円割引、20,000 円以上の宿泊プラン/10,000 円割引、

40,000 円以上の航空券付宿泊プラン/20,000 円割引
■発行元

楽天トラベル、じゃらんｎｅｔ、るるぶトラベル

≪ウェルカニ周遊割引券≫
■配布対象

蟹取県へウェルカニ宿泊クーポンによる宿泊者に、チェックイン時１人あたり１枚配布

■割引額

１枚あたり５００円 ※支払額が 1,000 円（税込）につき１枚利用可能

■利用期間

１１月１０日（火）～平成２８年３月１日（火）まで

■問合せ先

鳥取県観光戦略課 電話 0857-26-7237 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/244444.htm
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５．鳥取のイッピン！
【ふろしきまんじゅう】
創業明治元年（１８６８年）から続く伝統の味は、黒砂糖と和三盆糖
を使った甘さ控えめの饅頭です。保存料・着色料・香料等は一切使
用しておらず、昔ながらの優しい味です。昭和４１年には皇室献上、
平成１４年には「全国菓子大博覧会」で名誉総裁賞を受賞していま
す。一度食べたら忘れられない味です。
■問合せ先 （有）山本おたふく堂（本店：東伯郡琴浦町八橋 348）
電話 0858-53-2345

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://otafukudo.com/

【打吹公園だんご】
元弘三年、後醍醐天皇を隠岐島より船上山にお迎えした名和長年公が、
甘茶団子をさしあげた。このエピソードに着想を得、明治十三年に創業。
当初は餡をまぶしただけの団子でしたが、明治の中ほどから今の姿となり
ました。添加物を一切使用せず、地元の糯米粉に蜜を入れ、練って、蒸し
て、また練って、更に蒸すこと八時間。出来あがった餅を、白餡、小豆餡、
抹茶餡の三種で包み、なんとも素朴で愛らしい三色串団子ができます。
■問合せ先 石谷精華堂（本店：倉吉市幸町 459-1） 電話 0858-23-0141
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kouendango.com/index.php

【ほほうるる】
とっとりの自然の恵みを使用した化粧品のご紹介です。カニの甲
羅から採れるキチンから抽出した「N－アセチルグルコサミン」、
境港産の魚のウロコから抽出した「フィッシュコラーゲン」、倉吉市
から採水する古代の天然還元水「白山命水」を贅沢に配合した化
粧品シリーズ「ほほうるる」です。鳥取生まれの化粧品を是非お
試しください。
■問合せ先

（株）シャルビー 電話 0857-21-2720 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://shallbe.jp/

６．交通情報
【鳥取砂丘コナン空港を利用して お得にレンタカーで観光♪】
鳥取砂丘コナン空港発着便利用者で県内の宿泊施設に宿泊される方を
対象とした「レンタカー割引キャンペーン」が好評につき、割引実施期間
を延長することとなりました。空港からレンタカーを使用し県内店舗への
返却、もしくは県内店舗でレンタルし鳥取砂丘コナン空港へ返却される方
が対象です。この機会に是非ご利用下さい。
■実施期間

～平成２８年３月３１日(木）まで

■利用方法

空港レンタカー会社で予約、当日申込も可

■割引対象事業者

トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー、オリックスレンタカー、タイムズカーレンタル、キャ

ルレンタカー
■問合せ先 鳥取空港の利用を促進する懇話会事務局 電話 0857-26-7099
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/246519.htm
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７．因幡伯耆國 開運八社巡り
「金」、「福」、「豊」などの字を含む鳥取県内の縁起の良い名前の八つの神社に、その年の干支にちなんだ所
縁の神社１社を加えて、鳥取県内を周遊できる「因幡伯耆國 開運八社巡り」。申年の来年は、平安時代末期
の比叡山を神体山とした日吉大社の御分霊で、境内には神使いと言われる「猿」の石像が置かれている、米子
市の日吉（ひよし）神社を所縁としています。鳥取県の「たたら」の歴史や文化を知ることができます。この機会
に、開運祈念の参拝をされてみてはいかがでしょう。
■申年所縁神社
■問合せ先

日吉神社（米子市淀江町西原 767）JR 淀江駅から徒歩約２０分

（公社）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/

８．最新情報
【平成２８年度観光素材集発行】
主に旅行会社様向けに県内の観光情報を掲載した鳥取県観光素材集の最新版を
発行しました。県内の最新おすすめ観光スポット、体験素材、祭り、酒蔵など、情報
が満載です。
■問合せ先

（公社）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/

【鳥取県特設サイト 秋冬版に更新！】
秋冬のとっとりの楽しみ方を紹介！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）」内の鳥取県特設サイトが、秋冬版
に更新されました。秋冬版は、食や温泉はもちろん、スキー場の紹介、
また、秋冬で遊べる体験を紹介しています。サイトからは、オンライン予
約が可能な体験メニューも掲載しています。
■asoview!鳥取県特設サイト https://www.asoview.com/lp/tottori_151020/
■問合せ先 鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111
平成２７年１０月２６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…〕

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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