１．観光農園へ行こう♪
【 梨 –鳥取市- 】
≪鳥取砂丘周辺梨狩り（鳥取市）≫
鳥取砂丘より車で３分程の所に梨園が並びます。
鳥取を代表する「二十世紀梨」をはじめ、甘みと
酸味のバランスが絶妙でシャリシャリの食感の
「なつひめ」や、糖度１４度を誇る芳醇な甘みと
みずみずしさが特徴の赤梨「新甘泉」など新品
種も誕生しています。
■体験時期
■料金

８月下旬～１１月上旬

1,000 円前後 ※各園により異なります

■場所

鳥取市福部町

■問い サンドパルとっとり 電話 0857-20-2231
鳥取県内梨狩りﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/795

【 ブルーベリー –鳥取市、江府町- 】
≪いなばブルーベリーガーデン（鳥取市）≫
鳥取駅から車で２０分程度の場所にあります。２０数種類の甘くて美味しい
ブルーベリーが食べ放題！敷地内には、防草シートが張ってあり、ベビーカ
ーや車いすで来られた方も楽しんでいただけます。
■体験時期

６月１８日（土）～９月４日（日）
※月曜定休（祝日を除く）

■料金

大人（中学生以上）800 円、小学生 500 円、４歳以上 300
円、 ４歳未満 無料 ※団体料金有

■場所・問い いなばブルーベリーガーデン（鳥取市倭文 151-2）
電話 090-7897-3588

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mz-plan.co.jp/

≪奥大山ブルーベリーファーム（江府町）≫
大山の裾野にある広大な敷地に、４７種類のブルーベリーを栽培。隣接
しているカフェでは、採れたてのブルーベリーを使用したスウィーツも食
べられます。
■体験時期
■料金

７月上旬～９月下旬 9：00～17：00 ※予定

大人（中学生以上）800 円、小学生 500 円、小学生未満 無料

■場所・問い 奥大山ブルーベリーファーム（日野郡江府町御机字笠良
原 739-43） 電話 0859-75-6088
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kasarabara.com/
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２．夏だっ！祭りだっ！イベント情報・最新情報

イベント名

市町村 開催日

会場

問い

まぐろ感謝祭

境港市

6月26日

境港水産物地方卸売市場内

境港水産振興協会
☎0859-44-6668

ハワイアンフェスティバル 湯梨浜町
ハワイinゆりはま

7月2日、3日

ハワイアロハホール

湯梨浜町産業振興課
☎0858-35-5383

水郷祭

湯梨浜町

7月17日

東郷湖畔公園一帯

湯梨浜町夏まつり実行委員会
☎0858-35-5313

賀露白いかまつり

鳥取市

7月17日

鳥取市賀露町（かろばんや周
辺～浜寿司周辺）

賀露白いか祭り実行委員会
☎0857-28-1266

とまり夏まつり

湯梨浜町

7月23日

泊区、泊新港付近

湯梨浜町商工会
☎0858-32-0854

若桜町納涼花火大会

若桜町

7月23日

若桜駅前ふれあい広場

若桜町産業観光課
☎0858-82-2238

7月23日

JR境港駅前駐車場

みなと祭前夜祭企画実施本部事
務局 ☎0859-47-1068

7月24日

境港市内

みなと祭企画実施本部事務局
☎0859-47-3880

7月27日、28日

菊港周辺

琴浦町観光協会
☎0858-55-7811

7月30日

浦富海水浴場周辺

岩美町観光協会
☎0857-72-3481

7月30日

大山桝水高原

伯耆町商工観光課
☎0859-68-4211

境港妖怪ジャズフェスティ 境港市
バル2016
第71回みなと祭・花火大 境港市
会
波止のまつり

琴浦町

浦富海岸元気フェスティバ 岩美町
ル・岩美花火祭り
フェスティバル・ディア・ 伯耆町
マスミズ2016
キュリー祭

三朝町

7月30日～8月6日 三朝温泉街周辺

三朝温泉観光協会
☎0858-43-0431

貝がら節祭り

鳥取市

8月5日、6日

船磯海岸、浜村観光道路他

貝がら節まつり実行委員会事務
局 ☎0857-82-0011

倉吉打吹まつり

倉吉市

8月6日、7日

倉吉市内

打吹まつり実行委員会事務局
☎0858-22-8159

米子がいな祭

米子市

8月6日、7日

米子駅前、米子港

米子がいな祭企画実行本部事務
局 ☎0859-22-0018

白鳳祭

琴浦町

8月7日（予定）

東伯総合公園

白鳳祭実行委員会事務局
☎0858-55-7801

鳥取しゃんしゃん祭

鳥取市

8月13日～15日

若桜街道 鳥取駅前 他、千代河 しゃんしゃん祭振興会
原市民スポーツ広場
☎0857-20-3210

江尾十七夜

江府町

8月17日

江尾地内

江府町観光協会
☎0859-75-6007

第12回八頭町きらめき祭

八頭町

8月21日

郡家運動場

八頭町きらめき祭実行委員会
☎0858-76-0208

北栄砂丘まつり

北栄町

8月21日

北条オートキャンプ場

北栄砂丘まつり実行委員会
☎0858-36-5561

第16回来んさい！見んさ
い！踊りん祭！！

智頭町

8月27日

智頭宿 他

(一社）智頭町観光協会
☎0858-76-1111
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【三朝温泉「神の食卓」 ～納豆がけごはん食べ放題～】
鳥取県産のお米「きぬむすめ」に、地元の神倉大豆を使った納豆を、地元の窯元「白狼焼」のお茶碗で食べてい
ただきます。納豆がけごはんは、食べ放題！三朝温泉にお越しの際は、是非食べてみてください。
■料金

お一人様 ５００円(税別)

■メニュー

ごはん、納豆、豆腐、漬物、味噌汁 ※納豆、ごはんは食べ放題

■場所・問い ふるさと健康むら物産館（東伯郡三朝町横手１５－１）

電話 0858-43-1116

【日本海サンセット・漁火クルージング】
夏の夕暮れ時に、潮風を感じながら遊覧船に乗って日本海を周
航します。海側から眺める鳥取砂丘は、普段見る事のできない壮
大な景色です。クルージングの後は、新鮮な海鮮料理を堪能。
■開催日時 ７月１６日、１７日、１８日、２３日、２４日、３１日
※受付 18：20～、出航 18：40、帰港 19：20
８月５日、６日、７日、１３日、１４日
※受付 18：00～、出航 18：20、帰港 19：00
■乗船場所

鳥取港（鳥取市賀露町北）

■最少催行人数

１０名～

■料金

大人（中学生以上）3,000 円、小学生 1,500 円 ※クルージング、食事代金を含む

■問い

山陰松島遊覧株式会社 電話 0857-73-1212、賀露みなと観光協会 電話 0857-28-1266
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/

３．海開き情報
青く透明度の高い県内の海水浴場で、夏を満喫！例年８月のお盆頃まで、海水浴をお楽しみいただけます。

海水浴場

市町村 海開き

問い

石脇海水浴場

湯梨浜町 7月1日

湯梨浜町観光協会
☎0858-35-4052

白兎海水浴場

鳥取市

7月8日

白兎観光協会
☎0857-59-0020

小沢見海水浴場

鳥取市

7月8日

竜宮城
☎0857-59-6007

皆生温泉海水浴場

米子市

7月9日

皆生温泉旅館組合
☎0859-34-2888

宇野海水浴場

湯梨浜町 7月9日

湯梨浜町観光協会
☎0858-35-4052

7月11日
（予定）

岩美町観光協会
☎0857-72-3481

ハワイ海水浴場

湯梨浜町 7月14日

湯梨浜町観光協会
☎0858-35-4052

八橋海水浴場

琴浦町

7月15日
（予定）

琴浦町商工観光課
☎0858-55-7801

砂丘海水浴場

鳥取市

7月16日

砂丘フレンド
☎0857-22-8348

賀露みなと海水浴場

鳥取市

7月16日
（予定）

賀露みなと観光協会
☎0857-28-1266

東浜、浦富、牧谷海水浴場 岩美町
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４．まちぶら♪

～関金エリア編～

【１】やまもり温泉キャンプ場
大山や蒜山に囲まれた自然に恵まれた見晴らしの良い丘の
上にあります。キャンプ場には大山などが眺望できる天然温
泉も設置されており、日帰りで楽しむデイキャンプと宿泊キャ
ンプが楽しめます。
■営業時間

〔デイキャンプ〕9：00～17：00、
〔宿泊〕15：00～翌 12：00

■料金 〔デイキャンプ〕大人：500 円、〔中学生以下〕300 円
〔宿泊〕大人：1,000 円、中学生以下 600 円 ※温泉入浴料を含む
〔区画利用料〕オートキャンプ：2,000 円、テントキャンプ：1500 円、バンガロー：3500 円
■問い やまもり温泉キャンプ場（倉吉市関金町堀 3186-2） 電話 0858-45-1100

⇓

車で約 15 分

【２】薬膳食堂めぐり
地元関金産の米や味噌、野菜をふんだんに使い、季節に合った
メニューがいただけます。普通の食材を組み合わせ、家庭でもで
きる美味しい薬膳の普及を目指し手作りの食事を提供するお店
です。
■営業時間

11：00～18：00

■場所・問い 薬膳食堂めぐり（倉吉市関金町安歩 81-1）
電話 0858-48-7788

⇓

車で約 5 分

【３】スウィートランド TAKARA で工場見学＆ショッピング
国道３１３号沿いにあり、煎餅やクッキーの製造ラインが無料で見学で
きます。お土産の品々や工場出来たてのお菓子を販売しています。
■場所

スウィートランド TAKARA（倉吉市関金町関金宿 2913）

電話 0858-48-7777
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sweet-takara.com/tkxcgi/shop/shop_index.cgi

⇓

車で約 5 分

【４】関金温泉・足湯
≪宿泊なら ‐グリーンスコーレせきがね‐≫
ラジウム含有量世界２位の「白金の湯」として知られる関金温泉
の中でも、独特な高泉質で鮮度抜群の源泉かけ流しで一部循
環の温泉宿です。館内には客室の他に、会議室や大宴会場も
完備しています。
■問い

国民宿舎グリーンスコーレせきがね
（倉吉市関金町関金宿 1397-3） 電話 0858-45-2211

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.green-squalle.net/index.html
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⇓

車で約 2 分

≪日帰り温泉なら –せきがね湯命館-≫
それぞれ露天風呂を完備した木風呂と岩風呂は、１週間ごとに
男湯と女湯が入れ替わり、打たせ湯や寝湯などさまざまなお風
呂がお楽しみいただけます。
■温泉利用時間 10：00～22：00 （21：30 受付終了）
■休館日 第２・４月曜日 ※休日の場合翌日
■入浴料 大人（中学生以上）800 円、小学生 400 円、幼児無料
■問い せきがね湯命館（倉吉市関金町関金宿 1139）
電話 0858-45-2000

⇓

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yumeikan.com/index.php

車で約 1 分

≪足湯

延命茶屋の湯≫

関金温泉街「えぐ芋親水公園」から「地蔵院」の半ばにある足湯
は、地元住民や観光客の憩いの休憩所です。
■場所

倉吉市関金町関金宿

■入浴可能時間

⇓

9：00～18：00

■料金

無料

車で約 1 分

≪足湯

しゃあま家足湯≫

関金温泉の旧温清楼跡に交流拠点「しゃあま家」が土日限定の
足湯を営業中。かつて、露天風呂に使用していた温泉を改装し
ているため、湯量も豊富で素敵な庭園を眺めながらの癒し隠れ
家スポットです。
■場所

倉吉市関金町関金宿 1230

■入浴可能時間
■運営

11：00～17：00

■料金

無料

関金しゃあまけ笑会
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５．とっとりをまるごと体験
【今滝 滝床料理】 ※団体メニュー
湯梨浜町の今滝は、迫力満点の一段滝で高さは約４４ｍ。鉢伏山を源流と
して三方を絶壁で囲まれた豪快さと幽玄さを漂わせるスポットです。滝つぼ
周辺に作られた滝床で、地元の食材をふんだんに使用したお料理には、東
郷湖産のしじみ汁が付きます。
■体験時期

４月下旬～１１月下旬

■催行人数

１０人～５０名

■体験料金

2,100 円～/１人

■場所

今滝（東伯郡湯梨浜町北

福） ※大型バス２台駐車可
■問い・申込み

湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052

６．交通情報
【鳥取砂丘コナン空港周遊バス】
鳥取砂丘、鳥取港（マリンピア賀露）、鳥取砂丘コナン空港を結ぶ周遊バスが運行しています。
■運行日 平成２９年３月２６日（日）までの土曜、日曜、祝日
■運賃

空港⇔マリンピア賀露（かにっこ館前）：240 円、空港⇔砂丘会館：500 円、マリンピア賀露⇔砂丘
会館：400 円

■問い

日ノ丸自動車（株） 電話 0857-22-5155

７．鳥取県観光連盟からのお知らせ
【鳥取県観光素材集発行 ～団体お食事処・おすすめモデルコース～】
主に団体旅行の利用に便利な、鳥取県内おすすめ観光地のモデルコースと、お
食事処を掲載している「鳥取県観光素材集」を発行しました。詳しくは鳥取県観光
連盟のホームページをご覧下さい。
■問い

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/

平成２８年５月２５日発行

〔とっとり観光ニュースとは…〕

発行：平成２７年８月２５日

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/
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