１．とっとりをまるごと体験「砂丘アクティビティー」
【１】パラグライダー
鳥取砂丘を空から眺め、大自然を身体で感じるアクティビティー。
〔ゼロパラグライダースクール〕
■料金 半日コース/7,500 円、１日コース、タンデム(２人乗り)コ
ース/12,500 円 他
■電話 0857-29-9098 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.zero-para.co.jp/
〔鳥取砂丘パラグライダースクール(砂丘本舗)〕
■料金 半日コース/7,000 円～、楽ちんコース、１日体験コース、
タンデムコース/10,500 円 他 ■電話 0857-24-6124 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://para.sakyu.info/
【２】サンドボード
砂丘の急斜面を利用し、海へ向かって滑走します。初心者も安心して楽しめるサンドスライダーもあります。
■営業時間 〔３/１～９/３０〕 9：30～、13：00～、16：00～ 〔１０/１～１２/３１〕 9：30～、12：30～、15：00～
■料金 3,500 円 ※レンタル料、保険料、消費税込
■所要時間 約２時間程度 ※３日前までに要予約
■問合せ 鳥取砂丘サンドボードスクール 電話 0857-30-1991
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tssbt1.wixsite.com/tottori-sandboard

【３】砂丘ＹＯＧＡ®
砂丘の砂を肌で感じ、風を身体で感じる、全身リフレッシュ間違いなしのアクティビティー。朝日が昇る時、夕日
を眺めながらとプログラムの時間帯が選べるのも魅力的です。
■営業期間 ３月下旬～１０月末 ※定休日 火曜、水曜
■所要時間 約２時間～２時間半
■プログラム サンライズヨガ、ＳＵＰヨガ、サンセットヨガ、砂と波の月星ヒーリングヨガ 他
■料金 ヨガ：3,000 円/１人（砂丘ガイド、保険料込）、ＳＵＰヨガ：7,000 円/１人（ＳＵＰ等レンタル代、保険料込）
※ヨガマットレンタル別途 300 円
■問合せ 砂丘ＹＯＧＡ® 電話 080-5756-4450 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sakyuyoga.com/
【４】ファットバイク
太いタイヤの自転車で砂の上を走るニューアクティビティー。メインコースと体験コースがあります。
■料金 メインコース：5,000 円～、体験コース：1,000 円～ ※レンタルバイク、ヘルメット、保険、消費税込
■営業時間 9:30～18：00 ※季節や天候により変動 ■所要時間 メインコース：約 2 時間、体験コース:約 20 分
■問合せ ＴＲＡＩＬ ON（トレイル オン） 電話 080-1649-1796
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.trailon.jp/
☆アクティビティーは、アソビューＨＰサイトからも予約できます。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.asoview.com/lp/tottori_1506/
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２．まちぶら♪
～智頭エリア編～
【１】石谷家住宅
江戸時代、参勤交代の宿場町で
あった智頭宿。因幡街道に面する
石谷家住宅は、敷地面積３，０００
坪、部屋数４０余りによって構成さ
れ、巨木の梁組みと大黒柱が印象的な、歴史的建造物群です。現在は、蔵を
利用した美術品や工芸品の特別展などが開催され、庭園と共に四季折々の風
情をお楽しみいただけます。ハート型に見える障子は、女子旅のお客様にも人
気のカメラスポットです。
■問合せ

（一財）因幡街道ふるさと振興財団

■場所 八頭郡智頭町智頭３９６ 電話 0858-75-3500 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ifs.or.jp/

【２】小型モビリティーで森カフェめぐり
地元からも愛される山の中の手作りパン屋さん「アイ」、廃校になった小学校を利用したレストラン「おむすびこ
ろりん」、山村風景の中にある古民家喫茶＆ギャラリーの「歩とり（ほとり）」、国内外からお客様が訪れる「タル
マーリー」など、色々なテイストのカフェへ、ＣＯ２排出ゼロの環境に優しい電気自動車超小型モビリティー（２人
乗り）に乗って、森カフェ巡りはいかがですか。御予約はお電話又は、店頭でお願いします。
■料金

３時間/1,500 円、６時間/2,000 円

■問合せ （一社）智頭町観光協会

※初回のみライセンス講習料（1,000 円）が必要です。

電話 0858-76-1111
古民家喫茶＆ギャラリー
「歩とり」、小型モビリティー

「歩とり」

手作りパン屋「アイ」

自家製酵母パン「タルマーリー」
自家製野菜＆山菜のレストラン
「おむすびころりん」

－2－

【３】心も身体もリフレッシュ★森林セラピー
県境にある西日本屈指の「芦津（あしづ）渓谷」の渓流の流れを聞きながら、
天然杉と広葉樹の混交林の中を歩きます。三滝を眺めたり、巨木の広場で
休憩したりと全身で山のさわやかな空気を感じます。自然歩道の３コース
は、すべて歩くと約１０㎞のコースです。また紅葉の時期は、吊り橋から眺
める紅葉など新緑のセラピーとは違った秋限定の景観を楽しめます。
〔プチ情報〕
オプション料金500円で、ストレスチェックが受けられます。指先にクリップ
のようなものをはさんで、セラピー前の心身の状況とセラピー後の状況とを
比較できます。あなたのストレス度は？？
■場所

八頭郡智頭町芦津

■問合せ （一社）智頭町観光協会 電話0858-76-1111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www1.town.chizu.tottori.jp/therapy/

【番外編】山の中に突如現れる！真っピンク！？恋山形駅
なぜこんなところに、ピンク色の駅が？と驚いてしまうほど、真
っピンクに染まっている駅です。ホームもベンチもポストも駅の
看板もくず入れもピンク色。またハートマークもたくさんあります。
「恋が叶う駅」ともいわれる「恋山形駅」。駅へ行って、衝撃の事
実をその目で確認してみませんか。
■場所
■問合せ

八頭郡智頭町大内地内
智頭急行株式会社

電話 0858-75-2595

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.chizukyu.co.jp/index.shtml
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３．秋のイベント情報
【農と食のフェスタｉｎ西部】
米子コンベンションセンターから米子駅一帯で開催される食のイベント。
ご当地グルメや地元農産物の屋台はもちろん、カニ汁や新米おにぎり
の無料配布、お子様に大人気のゆるキャラ®ショー、また人気芸人の
ステージイベントもあります。
■日時
■問合せ

１０月２２日（土）10：00～16：00、２３日（日）10：00～15：00
鳥取県西部総合事務所農林局 電話 0859-31-9652

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/240273.htm

【大山秋色週間】
毎年１０月２０日～１１月６日は大山の紅葉時期にあわせて秋色週間となります。期間中は、参道沿いに絵灯
籠が並び、ライトアップが実施される他、各種イベントも開催されます。
≪秋のご縁日≫毎年１０月２４日に開催。３歳～５歳の子どもたちによる「稚児行列」や山伏の修験問答の他、
「採灯大護摩法要」は迫力満点です。
■問合せ 大山町観光協会

電話 0859-52-2523

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.gr.jp/kyokai/

【鹿野わったいな祭】
町全体がお祭り会場になります。地元の特産、伝統、芸術などが楽しめるイベントです。
■開催日 １０月２２日（土）、２３日（日）

■場所

■問合せ 鹿野わったいな祭実行委員会事務局

鳥取市鹿野町内及び河川敷

電話 0857-84-2011

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shikano.org/tanoshimu-blog/2010/03/post-5.html

【三徳山炎の祭典】
日本遺産に認定された三徳山投入堂のある三佛寺では、毎年１０月の最終日曜
日に炎の祭典が開催されます。ホラ貝の音と共に多数の山伏行者が人々の願い
事を書いた護摩木を火中に投じると願いが叶うという古来の修験道行事を中心
に、火の上を素足で歩くという火渡り神事は、修験道の秘術で、身体健康、病気
平癒、大願成就等の厄除け秘法で、国内外に問わず、多くの観光客の方が参加
されます。
■開催日

１０月３０日（日）

町三徳 1010）

■場所・問合せ

電話 0858-43-2666

三徳山三佛寺（東伯郡三朝

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mitokusan.jp/
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【第９回金持（かもち）開運ウォーキング】
滝山神社から金持神社まで、美しい紅葉を眺めながら歩きます。開運抽
選会では、素敵な景品が当たります。
■開催日

１１月５日（土） ■集合場所 滝山公園(日野郡日野町中菅)

■参加費

一般 1,000 円、高校生以下 500 円

■申込締切

１０月２５日（火）
※当日参加も可能ですが、参加賞はありません。

■問合せ

日野町観光協会 金持神社札所 電話 0859-72-0481

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanemochi-jinja.net/

４．最新情報
【とっとり秋旅冬旅パスポート「トリパス」登場♪】
春夏版に続き、平成２８年１０月から利用可能な観光パスポート秋冬版「トリパス」
が発行されます。トリパス内には、観光案内所等を巡るスタンプラリー、おすすめ周
遊スポット紹介のほか、入場料割引やプレゼント特典など、県内１５０以上の施設
で受けられる優待特典が掲載されています。
秋冬のおでかけには、トリパスを手に入れて、お得に楽しく周遊しよう♪
■秋冬トリパス利用可能期間
■問合せ

平成２８年１０月１日〜平成２９年３月３１日

（公社）鳥取県観光連盟

電話 0857-39-2111

【若桜鉄道 若桜駅にピンク色の除雪車が登場！！】
蒸気機関車をピンク色に変身させた若桜鉄道では、このたび除雪車をピン
ク色に染めて、若桜駅構内に展示しています。なお展示の除雪車は、道の
駅「桜ん坊」駐車場からの見学が安全でおすすめです。
今年の雪シーズンには、真っ白な積雪の中にピンク色の除雪車が発動する
予定です。お楽しみに！
■問合せ・場所

若桜鉄道株式会社（八頭郡若桜町若桜３４５－２）

電話 0858-82-0919

【新ブランド☆鳥取墨なし白いか】
鳥取の夏のご馳走「白いか」ことケンサキイカは、県内の沿岸漁業において
漁獲量上位５魚種に入る主要魚種で、その美味しさはイカ類の中でも群を
抜いています。この白いかを墨で手が汚れない、調理しやすい状態で流通
するため、胴長２５センチ以上の白いかの墨袋を船上で除去し、「鳥取墨な
し白いか」として出荷販売を始めました。
〔特徴〕
・墨が出ないため陳列がきれいにでき、他の魚との詰め合わせ発送が可能となります。
・墨を洗い流す手間が省け、調理中に汚れが出る事が少ないことから、販売者や消費者に好まれます。
■問合せ

鳥取県水産課

電話 0857-26-7316
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５．「蟹取県☆ウェルカニキャンペーン」いよいよスタート！！
蟹取県ウェルカニキャンペーンが９月１日より、いよいよスタ
ートします。期間中、指定の県内宿泊施設に宿泊された方
で、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選
で毎月１００名様に「鳥取の美味しいカニ」が当たる他、地元
の食材に扮した怪獣のイラストが特徴的なスタンプを集める
スタンプラリー、昨年好評いただいたフォトコンテストなど、
今年はさらにパワーアップしたキャンペーンを開催します。
キャンペーン情報は、特設ＷＥＢページをご覧ください。
■期間
■問合せ

９月１日（木）～平成２９年２月２８日（火）
鳥取県観光戦略課

Facebook www.facebook.com/kanitoriken/

電話 0857-26-7237

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kanitoriken.jp

６．砂丘に広がる紫色のじゅうたん「らっきょうの花畑」
１０月末から１１月の初旬にかけて、砂丘一面が紫色のらっきょうの花で彩られます。紅葉を楽しむだけでなく、
鳥取ならではの「らっきょうの花畑」観賞もお楽しみください。１０月３０日には、「鳥取砂丘らっきょう花マラソン
大会」も開催されます。
■場所

鳥取市福部町湯山周辺

■問合せ

鳥取市観光案内所

電話 0857-22-3318

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/828

平成２８年８月２５日発行

〔とっとり観光ニュースとは…〕
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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。
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