１． とっとりの涼を楽しむ！
鳥取県内には、涼を楽しむスポットがたくさんあります。
【雨滝（あめだき）】
鳥取市国府町にある雨滝は、落差が４０m の滝で平成２年
に「日本の滝百選」に選定されています。
平成２２年１０月「山陰海岸ジオパーク」に認定され、貴重で
美しい地形を観察することができます。
周辺では、布引の滝、筥滝（はこだき）などもご覧いただけ
ます。
■場 所 鳥取市国府町雨滝
■駐車場 有（約２０台大型車可）
■問合せ 鳥取市国府町総合支所
電話 0857-39-0555
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/13
【今滝（いまだき）】
湯梨浜町にある今滝は、高さ４４m を誇る一本滝です。
鉢伏山（はちぶせやま）を源流として、周囲を岩壁と樹木
に覆われています。また、滝つぼのまわりで、地元の旬
な食材を使った「滝床料理」を楽しむことができます。
※個人のお客様は４名様～１５名様、団体のお客様は
１５名様～５０名様までご予約を承ります。
詳しくはお問い合わせください
■場 所 湯梨浜町北福
■駐車場 有（約１０台大型車可）
■問合せ 湯梨浜町観光協会
電話 0858-35-4052
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.yurihama-kankou.jp/

【大山滝（だいせんだき）】
琴浦町にある大山滝は、平成２年に「日本の滝百選」に選
ばれた、落差４２ｍを誇る二本滝です。一向平（いっこうが
なる）から遊歩道を散策すると、途中、大山滝不動明王の
湧き水や、吊り橋、滝見台があります。
片道約１時間のハイキングコースとして、大勢の観光客で
賑わっています。
■場 所 琴浦町野井倉
■駐車場 有（約１００台大型車可）
■問合せ 琴浦町観光協会
電話 0858-55-7811
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kotoura-kankou.com/
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２． とっとり夏のアクティビティー！
夏はやっぱりアウトドア！鳥取県内のアクティビティースポットをご紹介します。
【パラグライダー】
雄大な鳥取砂丘をまるで鳥になった気分で眺められ、その景色は
最高です。障害物のない広い砂丘で気軽に TAKE OFF！
■場 所 鳥取砂丘（鳥取市福部町湯山）
パラグライダー体験は、以下２団体が行われています。
時間、料金等詳しくはお問い合わせください。
■問合せ ゼロパラグライダースクール
電話 0857-29-9098
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.zero-para.co.jp/
■問合せ 鳥取砂丘パラグライダースクール（砂丘本舗）
電話 0857-24-6124
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://para.sakyu.info/

【スーパースライダー】
グラウンド・ゴルフ発祥の地である湯梨浜町にある「潮風の丘とまり」には、３面のグラウンド・ゴルフ公認コース
のほか、実物大の恐竜の像が設置されています。中でも長さ３４０m のスーパースライダーは、子ども達に大人
気。目の前に広がる日本海を眺めながら一気に滑り下り、モノライダーでスタート地点まで昇ります。
ここでしか味わえないスリルとスピードを体感してください。

■場 所
■営業時間
■料 金
■問合せ

湯梨浜町泊
午前８時３０分～午後５時 (休園日：年末年始)
高校生以上：３１０円/１回 中学生以下：２１０円/１回 （※ 土曜、日曜、祝日日のみ利用可能）
潮風の丘とまり グラウンド・ゴルフのふる里公園管理事務所 電話 0858-34-3217
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.danketurf.com/

【ジップライン】
大山の麓にある総合レジャーランド「森の国」には、西日本最大
規模のアスレチック施設が充実しています。
中でも長さ１００ｍを超える距離を滑車で滑り降りるジップライン
は、加速する中で針葉樹の間をすり抜け、迫力満点です。
■場 所
大山町赤松
■営業時間 午前９時～午後５時３０分 （休園日：毎週水曜日）
■料 金
中学生以上：９００円（団体料金：８００円）
３才以上：７００円（団体料金：６００円）
■問合せ
森の国 電話 0859-53-8036
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.japro.com/morinokuni/
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【わかさ氷ノ山（ひょうのせん）キャンプ場】
若桜（わかさ）町にあるわかさ氷ノ山キャンプ場は、中国地方で大山に次ぐ高峰である氷ノ山の麓にあります。
バンガローやオートキャンプ、デッキキャンプなど多様なキャンプスタイルが選べ、温水シャワーも完備してい
ます。またペット可能エリアもありペットと一緒にキャンプを楽しめます。
■場 所
若桜町つく米
■営業時間 期間：４月下旬～１１月上旬
（３ヶ月前より予約受付開始）
チェックイン 午後３時～午後５時
チェックアウト 午後１時まで
デイキャンプ 午前９時～午後３時
■料 金
オートサイト：５，０００円/サイト
デッキサイト：３，０００円/サイト
フリーサイト： ２，０００円/サイト
バンガロー：４，０００円/１棟
デイキャンプオートサイト：１，８００円/サイト
デイキャンプバンガロー：２，０００円/１棟
■問合せ
わかさ氷ノ山キャンプ場管理棟 （４月下旬～１１月上旬）
電話 0858-82-1618
高原の宿氷太くん 電話 0858-82-1111
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hyounosen.or.jp/

【やまもり温泉キャンプ場】
倉吉市関金町にあるやまもり温泉キャンプ場は周囲を蒜山や大山に囲まれ、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の露天風呂をはじめ、敷地内の農園での
収穫体験や石窯ピザづくりなど、体験メニューも充実しています。

■場 所
■営業時間
■料 金

■問合せ

倉吉市関金町堀
デイキャンプ：午前９時～午後５時 宿泊キャンプ：午後２時～翌午後０時
デイキャンプ：大人：５００円 中学生以下：３００円
宿泊キャンプ：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/棟 テントキャンプ：１，５００円/棟
バンガロー：３，５００円/棟
やまもり温泉キャンプ場 電話 0858-45-1100
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.localplace.jp/
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【休暇村奥大山】
中国地方最高峰大山の南側にある休暇村奥大山は、標高９２０ｍに位置し、夏でも快適なキャンプが楽しめ
ます。ブナやミズナラの原生林に囲まれ、大自然の中で野鳥の観察やクワガタなどの昆虫採集、夜は満天の
星空のもと天然のプラネタリウムをお楽しみください。
■場 所
江府町御机字鏡ヶ成
■営業時間
期間：５月上旬～１０月下旬
チェックイン：午後１時～午後８時
チェックアウト：午前１１時
■料 金
オートＡＣサイト（車をテントの脇に駐車してキャンプ
できるＡＣ電源使用可能）
サイト利用料：３，６００円/サイト 管理費：５１０円
オートサイト（車をテントの脇に駐車してキャンプで
きるサイト）
サイト利用料：３，０９０円/サイト 管理費：５１０円
フリーサイト（車を最寄りの駐車スペースに停め、
フリーサイト区画内でキャンプできるサイト）
サイト使用料：１，０３０円/サイト 管理費：５１０円
■問合せ
休暇村奥大山 電話 0859-75-2300
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.qkamura.or.jp/daisen/

３．星取県で天体観測！
星の見えやすさで全国１に輝く鳥取県。多くの人に美しい星空を眺めていただきたいという思いを
込めて、鳥取県は「星取県」になりました。県内の星空スポットやイベントをご紹介します。
【さじアストロパーク】
国内有数の公開天文台のさじアストロパークには、１０３ｃｍ大型望遠鏡（キラット望遠鏡）やプラネタリウム
があり、宿泊施設「星のコテージ」には、望遠鏡が設置されています。晴天時、星や宇宙について、楽しみな
がら学ぶことができます。
■場 所
鳥取市佐治町高山
■営業時間 夏期 (４月～９月)午前９時～午後１０時
冬期 (１０月～３月)午前９時～午後９時
■料 金
一般（高校生以上 ）３００円 中学生以下 無 料
※団体（８名以上）２割引
※プラネタリウム観覧料、夜間観察会料金は別途
■問合せ
鳥取市さじアストロパーク 電話 0858-89-1011
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://blog.zige.jp/saji-astro/
【大山星空で遊ぶツアー】
国立公園に指定されている中国地方最高峰の大山は、周囲に人工物が少なく、晴れた夜空にはたくさんの星
が輝きます。６月から８月にかけて天の川も多く見ることができます。
参加者みずからがモデルとなり、夜の大山の星空スポットで大山と星空を背景に、プロのカメラマンが心に残る
写真を撮影するツアーが限定で開催されます。
■日 程
７月２２日（土）、７月２３日（日）
８月１３日（日）、８月１９日（土）
■営業時間
午後７時４５分～午後９時３０分
■料 金
４，０００円/人
■募集人数
最大８名まで（おひとりからでの申し込み可）
■問合せ
大山観光局 電話 0859-52-2502
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.daisen.jp/p/kyokai/3/3/
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４．まちぶら♪ ～鳥取市賀露（かろ）エリア編～

【日本海サンセット・漁火クルージング】
夕日が海に映えるころ、賀露港から日本海をクルージングする特別コースを航行いたします。船上から眺める
鳥取砂丘や漁火の光景は、普段見ることできない壮大な景色です。
クルージングの後は、地元で採れた新鮮な海鮮料理を堪能いただきます。
■開催日時 ７月１６日（日）、１７日（月・祝）、２２日（土）、２３日（日）、３０日（日）
※受付：午後６時２０分～ 出航：午後６時４０分～帰港：午後７時２０分
８月４日（金）、５日（土）、６日（日）、１１日（金・祝）、１２日（土）、
１３日（日）、１４日（月）
※受付：午後６時～
出航：午後６時２０分～帰港：午後７時
■乗船場所 賀露港（鳥取市賀露町北）
■最少催行人数 １５名～
■料 金
大人（中学生以上）３，０００円、小学生１，５００円 （※食事+クルージング）
※７月１６日（日）については、料理内容が異なるため別料金となります。
■問合せ
山陰松島遊覧株式会社 電話 0857-73-1212
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yourun1000.com/
【とっとり賀露かにっこ館】
世界のカニや珍しいカニをはじめ、お魚達を「見て」、「触れて」、「体験できる」小さな水族館。魚やヒトデなど海
の生き物に触れられるタッチングプールや、週末には魚たちに餌やり体験をはじめ、様々なイベントが開催さ
れます。
■場 所
鳥取市賀露町西３丁目
■営業時間 午前９時～午後５時
（入館制限：午後４時４５分）
■休館日
毎週火曜日
（但し夏休み期間中は毎日開館しています）
■料 金
無 料
■問合せ
とっとり賀露かにっこ館
電話 0857-38-9669
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tottori.lg.jp/kanikkokan/

【地場産プラザわったいな】
地場産プラザわったいなは、鳥取県内で育てた新鮮な野菜や果物、お肉、鳥取産の加工品など農畜産物を取
扱う直売所で、県内有数の規模を誇ります。 「わったいな」とは、鳥取県東部地方の方言で、感動や驚きを表
す「おお、すごい」を意味します。とっとりでのお買い物やお土産など、充実の品揃えです。
施設内には「ジェラート専門店」や「レストラン大国亭」もあります。
■場 所
鳥取市賀露町西３丁目
■営業時間
午前９時～午後５時
■問合せ
地場産プラザわったいな 電話 0857-50-1771
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shokunomiyako.com/
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５．とっとりのおいしい梨の季節です！
鳥取県特産品の二十世紀（にじっせいき）梨は、８月下旬から９月上旬にかけて収穫期を迎え水分が多く、甘さ
と酸味が絶品の青梨です。
鳥取での二十世紀梨の生産は国内の約半分を占めており、関西方面の他、全国に出荷されています。

【なしっこ館】
「梨」をテーマとした、日本で唯一のミュージアムなしっこ館。
鳥取県が梨の一大産地になった歴史や、様々な梨の品種を学べる展示室の他、子供たちが楽しく学べるコー
ナーや常時３種類の梨を試食出来るコーナーなど梨の魅力を体験できる施設です。
また、梨ソフトクリームや梨ケーキなどが食べられるフルーツパーラーや、梨にちなんだお土産やお菓子の購
入ができるショップも併設しています。
■場 所
倉吉市駄経寺町
■営業時間 午前９時～午後５時
■休館日
毎月第１・３・５月曜日（祝日の場合は休日でない翌日）
１２月２９日（金）～１月３日（水）
■入場料金 大人３００円、小中学生１５０円 ※団体割引あり
■問合せ
鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館
電話 0858-23-1174
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://1174.sanin.jp/
【鳥取砂丘周辺梨狩り（鳥取市） 】
鳥取砂丘の周辺に梨園が並びます。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」、糖度が１４度と、とても甘くみずみずしさが特徴の赤梨「新甘泉」（しんかん
せん）などの梨が収穫できます。
■場 所
鳥取市福部町
■期 間
８月下旬～１１月上旬
■料 金
１，０００円前後
※各園により料金および収穫できる梨の種類が異なります
■問合せ
鳥取砂丘 砂の美術館 電話 0857-20-2231
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/

【東郷梨選果場見学と梨食べ放題】
県内有数の梨の生産地である湯梨浜町の東郷梨選果場では、団体対応の選果場見学ツアーが開催されます。
ツアーでは、梨の糖度、熟度など光センサーでチェックしている様子や、ロボットの箱詰めなどを見ることができ
るほか、梨の食べ放題もあります。梨の名産地で季節折々の梨を味わってみませんか。
■期 間
８月下旬～１２月（※期間により梨の種類は異なります）
※選果場ライン稼働は８月下旬～９月下旬まで
■料 金
６００円（梨選果場の見学+梨食べ放題）
８００円（梨選果場の見学+梨食べ放題+お土産）
■人 数
団体対応 最少催行人数２０名、最大収容人数１２０名
■問合せ
湯梨浜町観光協会 電話 0858-35-4052
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.yurihama-kankou.jp/
平成２９年６月２６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/
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