
－1－ 

 

 

 

 

 
 

鳥取県中部地震の際は、皆様からの温かい応援

をいただき、ありがとうございました！ 

鳥取県は元気です！ 

そして、皆様のお越しを「とっとりで待っとります！！」 
 

【鳥取県は元気です！】  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/808/809/20282.html 

 

１．冬景色 ～三朝温泉雪見風呂～ 

浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし。 

心と身体を癒してくれる、三朝温泉の湯。三たび朝を迎

えると、元気になるといわれる三朝温泉は、どこか懐か

しい昔ながらの湯治場の雰囲気が漂う湯の町で心もな

ごみます。冬になれば旅館の露天風呂の他にも、無料

で入浴可能な河原風呂からの雪見風呂が楽しめます。 

■問合せ  三朝温泉観光協会   

電話 0858-43-0431ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://spa-misasa.jp/ 

 
 
２．因幡伯耆國 開運八社巡り ～酉年手ぬぐい完成☆１２月１日より取扱開始～ 
 

縁起の良い名前の神社を巡る「因幡伯耆國 開運八社

巡り」の来年酉年の手ぬぐいが完成しました！酉年は

「天日名
あ め のひ な

鳥
どりの

命
みこと

神社（鳥取市）」を加えた９社を巡る開運

スポット巡りとなっています。冬季の参拝は、雪道や凍

結にご注意ください。神社へのアクセス、手ぬぐいの取

扱所のご案内など、詳しくは鳥取県観光連盟のホーム

ページをご覧ください。 

■価格 手ぬぐい：５００円（税込）、福紗：８００円（税込） 

■取扱時期    

[申年手ぬぐい] ～１２月３１日まで 

[酉年手ぬぐい] １２月１日～平成２９年１２月３１日まで  

■因幡伯耆國 開運八社巡りについて （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/   

http://www.tottori-guide.jp/kaiun8/
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３．おいしい蕎麦をご紹介！ 
 
【１】 鹿野そば道場 （鳥取市） 

石臼で丁寧に挽いたそば粉を使い、「挽きたて・打ちたて・茹でたて」

にこだわった手打ち十割そばをご用意。また、鹿野町産のそば粉を使

った「そば豆腐」や、旬野菜などを使った手作りのお惣菜も「そば」と合

わせてお召し上がりいただけます。伝統のそば打ち体験も１名様より

体験できます。（※要予約)。 

≪蕎麦打ち体験≫■料金 2,160円（税込）～ ■所要時間 約１時間３０分 ■体験可能人数 ～６０名程度 

≪お食事処≫ 

■定休日  第２木曜 ※祝日の場合は第３木曜   ■営業時間  11：30～14：00 ※土日祝は 15時まで 

■問合せ 鹿野そば道場（鹿野町鹿野２４４８－９） 電話 0857-84-3888 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shikano-soba.com/ 
 

【２】 打吹庵 （倉吉市） 

倉吉白壁土蔵群の赤瓦八号館２階にある趣のあるお店で、地元の食

材を使用しており、毎朝手打ちをしております。細い麺にこだわり、細く

てもコシと弾力のあるそばを楽しんでいただきたい田舎そばです。 

■定休日 火曜日     ■営業時間  11：30～15：00 

■問合せ 手打ちそば処 打吹庵（倉吉市仲ノ町８１２－１）  

電話 0858-23-7070   
 
 

【３】 白鳳の里 どんぐり館～レストラン上淀～ （米子市） 

多くの名泉が存在する「淀江」の名水を使い、職人が丹念に打ち

上げる更科風そばです。 

■定休日  第４水曜 ※１月１日～２月２９日は毎週水曜定休   

■レストラン営業時間 11：00～15：00 

■問合せ  白鳳の里（米子市淀江町福岡１５４８－１）  

電話 0859-56-6798 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hakuhou.jp/ 
 

【４】 農家食堂 上代学校 （伯耆町） 

廃校になった二部小学校福岡分校を再利用して週末のみ営業しています。

地元産のそば粉を使った、知る人ぞ知る美味しいお蕎麦がおすすめです。 

■営業日時  土曜、日曜 11：00～14：30（食事）、11：00～16：00（喫茶） 

※平日の営業は要予約 

■問合せ 株式会社 上代（西伯郡伯耆町福岡２０７３－１） 

電 0859-62-1711 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.chukai.ne.jp/~kamidai/recruit.html 
 

【５】 そば道場たたらや （日野町） 

日野町産のそばを自家製粉して手打ちをする本格的蕎麦処です。蕎麦はや

や白っぽく細打ち。おろし蕎麦は辛み大根との相性も抜群です。予約をすれ

ば、そば打ち体験もできます。 

■定休日 毎週水曜   ■営業時間 11：00～14：00 

■問合せ そば道場たたらや（日野郡日野町根雨６７１－１） 

電話 0859-72-2261 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tmo-hino.com/nibankan.htm 

http://www.hakuhou.jp/
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４．冬の夜を彩る☆イルミネーション   
 

≪とっとり花回廊 冬のフラワーイルミネーション≫ 

中四国トップクラスの１４０万球のイルミネーション！リニューアルしたメイン会場とパワーアップした約３００発の冬

花火をお楽しみください。米子駅からは毎日無料シャトルバスが運行しています。 

■入館料    大人/700円、小人/350円     ■休園日   １２月６日、２０日、１月１０日、２４日   

■点灯日時  １１月１１日（金）～平成２９年１月３１日（火） 17：30～21：00      

■花火打上  上記期間中の金土日祝日及び１２月２３日（金）～１月３日（火）、  

１月３１日（火）  19：00～ 

■問合せ    とっとり花回廊（西伯郡南部町鶴田１１０） 電話 0859-48-3030    

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/ 

 
 

≪砂の美術館 ３Ｄプロジェクションマッピング≫ 

伝説の黄金郷エルドラドが砂像と光と音楽で蘇ります。古代ロマン

の世界へタイムスリップできる迫力の３Ｄ映像をお楽しみください。 

■開催日時  １２月１０日（土）～１２月２５日（日）16：00～20：30     

※３０分毎に１日１０回上映  

■入館料  大人/600円、小人/300円  

■問合せ  鳥取砂丘 砂の美術館(鳥取市福部町湯山 2083-17)

電話 0857-20-2231   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/ 

 

≪鳥取砂丘イリュージョン２０１６≫ 

山陰最大級の光の祭典。南米の世界遺産をテーマにダイナミック

なイルミネーションをお楽しみください。毎年好評の温かいワンコイ

ンカップバーも開催します！ 

■開催日時 １２月１０日（土）～１２月２５日（日） 17：30～21：30     

■入場料    無料  

■問合せ   鳥取砂丘イリュージョン２０１６実行委員会   

電話 0858-85-0046  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-sakyu.jp/ 

 

≪燕趙園イルミネーション ～上昇輝龍～≫ 

１２月２４日は、ピアノ&チェロの弾き語りコンサートを開催！ 

■開催日時 １２月２３日（金・祝）～１２月２５日（日） 

17：00～21：00    

■入場料   大人/500円、小人/200円  

■問合せ   中国庭園燕趙園（東伯郡湯梨浜町引地５６５－１） 

電話 0858-32-2180  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.encho-en.com/ 
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５．まちぶら♪ ～若桜エリア編～ 

 

 

 

 

 

 

 
 

【１】SLと「かかし」が出迎えてくれる若桜鉄道『若桜駅』 

昭和５年国鉄若桜線開業と同時に完成した転車台や給

水塔など、一連の蒸気機関車設備が当時のまま残って

いる若桜駅。設備を見学したり、４月～１１月に開催のＳＬ

運転体験など、鉄道ファンのみならず観光客などにも人

気の駅です。 

■問合せ  若桜鉄道株式会社（若桜町若桜３４５－２）   

電話 0858-82-0919   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.infosakyu.ne.jp/~wakatetu/ 
 
 

【２】若桜の地酒 『太田酒造場』の辨天娘 

明治４２年創業、若桜町の旧街道に蔵のある(有)太田酒造場は地元で栽培した酒米と水を使い、日本酒｢辨天

娘（べんてんむすめ）」を造っています。平成２１年より全ての純米酒が生産者ごとの酒米、つまり田んぼごとの

仕込みとなり仕込み順に「～番娘」という番号とそれぞれの酒米生産者が裏ラベルに記載され出荷されます。 

■問合せ （有）太田酒造場（若桜町若桜１２２３－２）   

電話 0858-82-0611  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/search/buy/ohtasyuzou/ 

 

【３】お腹が空いたらお洒落なカフェへ ダイニングカフェ『新（あらた）』 

若桜町の古民家を改装して「休憩交流処かりや」としてオープンした建物に開業。若桜町吉川で養豚業を営ん

でいる実家の豚肉を使用した名物豚トロ丼は、豚の頬から肩の首部分のわずか３００ｇ程度しかとれない貴重

部位を使用した口の中でとろける角煮風丼です。 

■定休日   毎週火曜、第３水曜、年末年始      

■営業時間  10：00～17：00（ランチ 11時～15時） 夜は毎週土曜日 18時半～20時半  

※その他の曜日は４名様からのご予約のみの営業となります。 

■問合せ    ダイニングカフェ新（若桜町若桜２９８）  電話 0858-71-0002   
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【４】世界にひとつだけの素敵な革製品を♡  

革工房『Dear＊Deer』 

素材の提供・なめし・加工と製品の経

緯がお客様にわかるように丁寧な接

客をされます。お客様の要望にあわせ、

細かくオーダーした商品を作ってもら

えるのでリピーターも多いお店です。 

■営業時間 9：00～18：00  ■問合せ  革工房 Dear＊Deer（若桜町若桜９７９－１）  電話 0858-82-0875   
 

【５】鹿の角で個性的なアクセサリーを作る！？『和宝工房』 

若桜駅から徒歩数分のかりや横丁内に

ある工房では、真鍮や鹿の角などの素材

からなるアクセサリーやオブジェ等を、ハ

ンドメイドにこだわって作っています。真

鍮×鹿角リングの制作体験もできます。 

■定休日    木曜、金曜、年末年始       

■営業時間  10：00～18：00 

■問合せ    和宝工房（若桜町若桜４１６－１）  電話 090-5268-3504     

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://wwahou.wixsite.com/wahoukoubou  
 

【６】あの頃へタイムスリップ！おじいちゃんからお孫さんまで楽しめる『昭和おもちゃ館』 

田舎のおばあちゃん家に来たような館内には、昭和時代のおもちゃや懐かしい生活雑貨が多数展示してあり

ます。１階の駄菓子販売スペースでは、品数豊富なお菓子やおもちゃが並び、世代を超えて楽しめます。 

■定休日  毎週火曜、年末年始 ※ただし１月～３月は月曜～金曜も定休（祝日は開館） 

■観覧料  大人（中学生以上）２００円、小学生１００円 ※駄菓子販売スペースは入館無料 

■問合せ  昭和おもちゃ館（若桜町若桜４３０）  電話 0858-71-0003  

 
 

【番外編】 自然が作る彫刻『樹氷』と氷ノ山スキー場 

スキー場の「樹氷スノーピア」第３リフトの山頂停留所から、山

頂を望む尾根づたいの眺望と、その途中に見受けられる原生

林の樹氷は、自然が作る美しい光景です。また例年１２月の第

３土曜日はスキー場開きが行われ、スキー用品や特産品が当

たる「宝探し」などのイベントが開催されます。また、この日はリ

フトが無料開放となり、スキー客で賑わいます。 

■問合せ  若桜観光（若桜町つくよね６３１－１３）  

電話 0858-82-0880  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hyounosen.co.jp/  
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６．蟹取県「もっとウェルカニ」特集 
 

【１】期間限定☆カニが２００名に当たる！！！？？？ 

県内のキャンペーン対象のお宿に宿泊し、宿泊証明スタンプをもらって応募する 

と、毎月１００名様に“鳥取の旬のカニ”が当たるキャンペーンを実施中の蟹取県

ですが、鳥取県中部地震による風評被害を吹き飛ばすべく１１月、１２月の２か月

限定で、当選者数を２倍の各月２００名様（２ヶ月合計４００名様）として、もっと多く

の皆様に蟹取県の魅力を知っていただく「もっとウェルカニキャンペーン」を開催 

中！！ 

■ウェルカニキャンペーン期間   ～平成２９年２月２８日（火） 

■カニが２００名様に当たる期間  １１月１日（火）～１２月３１日（土） 
 

【２】蟹取県の名刺を作ってＰＲ！ 

蟹取県の名刺を無料でダウンロードしていただけます。鳥取県観光連盟のホームページ「とっとり旅の生情報」

にて掲載中です！インパクトのあるオリジナル名刺を作ってみては？？ 

■蟹取県の名刺台紙 無料ダウンロード  http://www.tottori-guide.jp/20325.html#card  
 
≪蟹取県ウェルカニキャンペーンに関する問合せ≫  鳥取県観光戦略課  電話 0857-26-7237  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.kanitoriken.jp   フェイスブック www.facebook.com/kanitoriken/ 

 
 
７．交通情報 

【とっとり雪みちＮａｖｉ】 

鳥取県内の積雪状況や道路状況をライブでご確認いただけ

ます。旅行にお出かけの際は是非ご覧ください。 

■問合せ先  鳥取県道路企画課   

電話 0857-26-7357  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yukinavi.net/ 

 
 
 

平成２８年１１月２５日発行 

 

 

 

 

〔とっとり観光ニュースとは…〕 
  
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/ 

 


