１．まぐろ！まぐろ！！境港のまぐろ～っ！！！
本まぐろとも呼ばれる魚の王様クロマグロ。境港は生のまぐろの水揚げ量が１１年連続日本一の水揚げ港です。
近海で漁獲されたまぐろが大量に市場に並び、現在、港は活気にあふれています。生鮮で流通される境港産のま
ぐろは、活きの良い脂が乗った豊かな風味を楽しめます。

【大漁市場なかうら・お食事処「弓ヶ浜」】
境港で是非立ち寄りたいお店のひとつが「大漁市場なかうら」。港で水揚げされた新鮮な旬の鮮魚や海産物から、
地元の特産品やお土産品が多数並んでいます。なかでも「するめの糀漬」は絶品！お酒を飲む人にも飲まない人
にもオススメです。また、併設しているお食事処「弓ヶ浜」では、名物「かにトロ丼」や、この時期限定のまぐろメニュ
ーも食べられます。
■場所・問い 大漁市場なかうら（境港市竹内団地 209） 電話 0859-45-1600
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-tairyo.com/

【境港さかなセンター・お食事処「美なと亭」】
境港のシンボルタワー「夢みなとタワー」に隣接する鮮魚市場。広々とした館内には、とれたてのまぐろをはじめ、
鮮魚や干物、水産加工品が並びます。訪れたお客様がすぐに食べられるように、切り身や刺身にした状態の商品
も販売されているなど、とっても優しい市場です。なんといってもこの時期には、岩ガキ『夏輝（なつき）』をその場で
割って食べられるサービスが、観光客にも喜ばれています。お食事処の「美なと亭」では、新鮮な鮮魚を中心とし
たメニューがいただけ、天気の良い日には大山・美保湾も眺められます。
■場所・問い 境港さかなセンター（境港市竹内団地 259-2） 電話 0859-45-1111

－1－

２．まちぶら♪

～岩美エリア編～

【１】海遊びのアクティビティーは、「渚交流館」へ
浦富海岸エリアで自然体験をするなら、ここがおススメ。館内で体験できるメニューもあります。入館無料です。
■自然体験メニュー

クリアカヌー、シュノーケル、シーカヤック、ＳＵＰ（スタンドアップパドル）、サーフィン

■館内メニュー

海と貝のアクセサリー作り、テラコッタ陶芸体験、ひの谷焼き陶芸体験

■施設情報 〔開館時間〕9：00～17：00 ※７月、８月の土曜日は～18：00 まで
■場所・問い

⇓

渚交流館（岩美郡岩美町牧谷 690） 電話 0857-73-0118

〔定休日〕月曜日、年末年始

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://iwami.to/

徒歩で約 2 分

【２】学びながら無料で楽しむ！山陰海岸ジオパーク「海と大地の自然館」
館内に入ると入口の水槽で、すぐ側の海岸に生息している魚たちが出迎えてくれます。体験学習コーナーでは、
ジオパーク海岸各地の砂を鳴らしてみたり、生き物を観察。施設のオススメは、山陰海岸の魅力を美しい３Ｄ映
像でご覧いただけるところです。季節ごとに観察会等のイベントも開催。入館無料です。
■施設情報 〔開館時間〕9：00～17：00 ※7月、8月の毎週土曜日は～18：00まで
〔定休日〕月曜日、年末年始※7月20日～8月31日は毎日開館
■場所・問い 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（岩美郡岩美町牧谷1794-4） 電話0857-73-1445
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.pref.tottori.lg.jp/255369.htm

⇓

車で約 6 分

【３】レンタサイクル ～岩美町観光協会～
ＪＲ岩美駅前にある岩美町観光協会では、電動アシスト機能が付いた自転車をレンタサイクルで利用できます。
■営業時間

9：00～18：00 ※１泊２日などの利用も可

■返却受付場所

■料金

５００円～/１日

岩美町観光協会、浦富海岸島めぐり遊覧船、岩井温泉ゆかむり温泉、渚交流館、浦富観

光協会
■場所・問い 岩美町観光協会（岩美郡岩美町浦富 783-8）電話 0857-72-3481 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://iwamikanko.org/
－2－

まちぶら♪
～岩美エリア編～

⇓

車で約 10 分

【４】この季節はずせないのは！浦富海岸島めぐり遊覧船
白砂青松の美しい砂浜や、複雑に入り組んだリアス式海岸の景
観を眺望。小型船では洞門や洞窟、水深の浅い入り江にも入り、
箱メガネで海中観察も楽しめます。
〔遊覧船〕運航期間：３月～１１月、就航時間：約４０分、就航時間
9：10～16：10 ※30 分おきに運航（不定期）
料金：大人（中学生以上）1,300 円、小人 650 円、小学生未満/大
人１名につき１名無料、２人目からは有料
〔小型船〕運航期間：４月～１０月、就航時間：約５０分、就航時間
9：00～16：00 ※１時間おきに運航

（写真は小型船です）

料金：大人（中学生以上）2,100 円、小人（4 歳～小学生）1,500 円、4 歳未満/大人１名につき１名無料（座席なし）
■場所・問い

山陰松島遊覧株式会社 （岩美郡岩美町大谷 2182） 電話 0857-73-1212

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/

⇓

車で約 6 分

【５】お土産買うなら 「道の駅きなんせ岩美」
新鮮で安心な地元産の農産品を販売の他、浦富定置網をはじめ地元で
獲れた新鮮な魚介類、干物などの加工品も販売。観光物産コーナーで
は、地元の地酒、延興寺焼や浦富焼といった地元窯元の焼き物なども
各種取り揃えています。
■場所・問い

道の駅きなんせ岩美（岩美郡岩美町新井 337-4）

電話 0857-73-5155

⇓

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kinanseiwami.jp/

車で約 6 分

【６】温泉に入ってお宿に泊まろう♪ ～岩井温泉～
１２００年の歴史ある温泉で、「源泉かけ流し」宣言をしている温泉地です。江戸時代
から伝わる湯かむり唄を唄いながら柄杓でお湯をかむる風習があり「ゆかむり温泉」と
も呼ばれています。各温泉宿は趣のある落ち着いた宿が魅力です。日帰り入浴可能
な施設もあります。
■問い 岩美町観光協会 電話 0857-72-348 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/
－3－

３．最新情報
【鳥取砂丘コナン空港朝食サービス】
鳥取砂丘コナン空港では、早朝便搭乗者限定で、鳥取の特徴をふんだんに盛り込んだ朝食を、ワンコイン
（５００円：税込）で提供する朝食サービスを行っています。
■利用条件

その日の搭乗券を持参の方（ＡＮＡ２９２便、２９３便、２９４便に限る）

■提供店舗・朝食サービスの提供時間 レストラン アゼリア（空港ビル２階出発ロビー）午前 7：45～午前 10：
00 頃、すなば珈琲（鳥取空港国際会館２階）午前 6：15～午前 10：00 頃
■問い 鳥取県交通政策課 電話 0857-28-0988、

４．交通情報
【鳥取空港・米子空港レンタカー割引キャンペーン】
鳥取砂丘コナン空港又は米子鬼太郎空港航空便利用者で、県内宿泊施設を１泊以上利用する場合、レンタカ
ーの利用料金を割引するキャンペーンを実施しています。
■実施期間

平成２８年４月２９日～

■利用方法

空港レンタカー会社を利用

■割引料金

3,000 円/１台あたり ※外国の方はオプション利用料等の料金を上限 2,000 円割引

■割引対象事業者〔鳥取砂丘コナン空港〕トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー、タイムズレンタカー、オリックス
レンタカー、キャルレンタカー 〔米子鬼太郎空港〕トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー、タイムズレンタカー、日
産レンタカー
■利用方法

空港レンタカー会社ホームページもしくは電話・空港カウンター等での直接予約

■問い 鳥取県交通政策課

電話 0857-26-7099

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/246519.htm

【ユニバーサルデザインタクシーの導入】
健康な方はもちろん、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビー
カー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい“み
んなに優しい新しいタクシー車両”です。運賃は小型タクシーと同じ
料金で御利用いただけます。鳥取県では、今後、このタクシーを県
内全域に普及していく予定です。
■料金区分

小型（乗客定員４名）

■問い 各タクシー会社へお問い合わせください。

【若桜町×日本交通 合同企画「大阪⇔若桜」高速バス料金が今なら半額！】
鳥取（若桜経由）～大阪なんば線の高速バスの「若桜」もしくは「中原」間の料金が、片道半額になります。
詳しくは日本交通のホームページをご覧ください。
■利用期間
■問い

平成２９年３月３１日まで

■利用条件

日本交通株式会社 電話 0857-23-1122

若桜もしくは中原での乗降であること。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nihonkotsu.co.jp/
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５．鳥取県の梨が旬を迎えます♪
【鳥取県といえば「二十世紀梨」】
鳥取県といえば梨。中でも「二十世紀梨」は、導
入されて以来、１００年以上の栽培の歴史があ
り、鳥取県の生産量は、国内生産量の約半分を
占め、全国１位です。
二十世紀梨は、千葉県松戸市で松戸覚之助に
発見され、「やがて訪れる二十世紀の王者にな
る」という願いを込めて、その名がつけられまし
た。その後、明治３７(１９０４)年に北脇永治によ
って１０本の苗木が鳥取県に導入され、それが
鳥取県内各地に広がり、全国に名をはせる二
十世紀梨の産地となりました。北脇永治が鳥取へ持ち帰った苗木は大きく成長し、平成１１(１９９９)年に開園し
た「とっとり出合いの森」（鳥取市桂見）で今も元気に実をつけています。

【梨の魅力♪】
二十世紀梨は果汁が多く、酸味と甘さのバランスの
とれた爽やかな味で、シャキシャキとした食感が特
徴です。８月下旬に、本格的な出荷が始まり、全国
で販売されます。
■問い 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/syokunomiyako/

【ちょっと気になる！ニ十世紀梨を使った癒し系商品！！】
二十世紀梨を全国にＰＲしている「とっとりなしお」。まちパル鳥取（鳥取市ふるさと物産館本店）では、二十世紀
梨を使った“なしおブランド”商品が販売されています。とってもゆる～いイラストの「とっとりなしお」さんは、要チ
ェックです。
≪ちゅるんと濃厚な梨ゼリー≫
鳥取名産二十世紀梨果汁の美味しさをそのまま生かして、
丸ごと１．５玉使用したゼリー。この時期は、冷凍庫で凍らせ
てシャーベットにしてもＧＯＯＤ。味は、梨果汁８０％の梨味、
梨&ぶどう味、梨&ゆず味の３種類です。
≪ぎゅっと丸ごと梨搾り≫
厳選された二十世紀梨果汁から６０％という黄金比で仕上
げた最高の梨ドリンク。梨をそのまま飲んでいるという感覚は、贅沢そのものです。
とっとりなしお商品に関するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tottori-ichi.jp/tottorinashio/ （とっとり市／とっとりなしお商店）
■問い 鳥取市ふるさと物産館本店（鳥取市末広温泉町）
－5－

電話 0857-36-3767

６．大江ノ郷自然牧場「大江ノ郷ヴィレッジ」ＮＥＷオープン
大江ノ郷ヴィレッジがオープンし、新たなお店がニューオープンしました。大江ノ郷
自然牧場では、広い解放型の鶏舎内を自由に走り回り、のびのびと育っている鶏
の卵を「天美卵 （てんびらん）」として販売し、その卵を使用したスイーツも人気商品
となっています。この度オープンした店内では、「天美卵」を使用したお菓子のお店
「ビオマルシェ」、店内で打った国産小麦の麺を提供する釜玉うどん専門店「大江
ノ郷製麺所」、鳥取県内産のお肉や野菜を中心に、素材の旨味が引き立つ料理を
メインディッシュとサイドメニューのビュッフェで食べられる「大江ノ郷テラス」は、ラ
ンチタイム後の時間帯に、スイーツビュッフェが楽しめるなど、多彩なお店が並ん
でいます。
■問い・住所

大江ノ郷自然牧場（八頭郡八頭町橋本 877）

電話 0120-505-606

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oenosato.com/resort/

７．秘密基地のようなゲストハウス「BASE8823」
隼バイクの聖地として多くのバイク乗りに愛される若桜
鉄道「隼駅」のすぐ側にオープンしたゲストハウス。周
辺には田園が広がり、カエルの鳴き声や心地よい風が
通ります。夜には満天の星空を見ながら、ＢＡＲのお酒
を飲みゆったりとした時間を過ごせます。バイク乗りは
もちろん、旅行好きな方にも満足してもらえるロケーシ
ョンです。宿泊をしない方でも、ちょっと一息コーヒーを
飲みに行ってみては。
■問い

ＢＡＳＥ８８２３ 電話 0858-71-0823

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://torikumi.co.jp/base8823/
平成２８年６月２７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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