１．とっとりのイルミネーション
【とっとり花回廊フラワーイルミネーション】
日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」で開催される恒例の「フラワーイルミネーション」。今年はデザイ
ンを全面リニューアル。中四国初となる高さ２１ｍのデジタルタワーがフラワードームに登場するほか、過去最
大となる１５０万球の光が園内にあふれます。また、期間中の金・土・日・祝日には花火との共演も楽しめます。

■開催期間

１１月２３日（木・祝）～平成３０年１月３１日（水）

■開園時間

午前９時～午後９時（１１月２３日～３０日）、 午後１時～午後９時（１２月～１月）

■定休日

１２月５日（火）、１２月１９日（火）、平成３０年１月９日（火）、１月２３日（火）

■開催時間

午後５時３０分点灯～午後９時閉園

■問合せ先

とっとり花回廊（南部町鶴田） 電話 0859-48-3030
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tottorihanakairou.or.jp/

【鳥取砂丘イリュージョン】
冬の鳥取砂丘を彩る「鳥取砂丘イリュージョン」が今年も開催されます。「フロンティア・アメリカ」をテーマに、約
３０万球のイルミネーションが織りなす幻想的な光景が、鳥取砂丘を映し出します。

■開催期間

１２月９日（土）～２４日（日）

■開催時間

午後５時３０分～午後９時

■会 場

鳥取砂丘（鳥取市福部町湯山）

■問合せ

鳥取砂丘イリュージョン実行委員会（河原城内事務局） 電話 0858-85-0046
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://2017.tottori-sakyu.jp/
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２．とっとりのイベント情報！
【岩美町イカ祭り】
鳥取県有数の港町岩美町で開催される毎年恒例のイベントです。
グルメ屋台やイカ料理の無料提供、イカ釣り漁船に乗っての湾内
遊覧など、楽しい催しが行われます。
■日 時

１０月１５日（日）午前１０時～午後１時３０分

■会 場

田後港周辺（岩美町田後）

■問合せ

岩美町観光協会

電話 0857-72-3481

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.iwamikanko.org/articles/view/366
【とっとり肉肉カーニバル 2017】
鳥取県産の鳥取和牛や豚肉、鶏肉、ジビエ肉など、美味しいお肉を
使った肉料理が大集合する県内最大の肉のイベントです。
お腹一杯になるまで鳥取のお肉を食べつくしましょう！
■日 時

１０月２８日（土）、２９日（日）
両日とも午前１０時～午後４時

■会 場

地場産プラザわったいな（鳥取市賀露町西３丁目）

■問合せ

とっとり肉肉カーニバル実行委員会
（流通株式会社） 電話 0857-31-1211
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https://www.facebook.com/events/1333036500078607/

【鳥取かにフェスタ 2017】
カニの水揚量日本一の鳥取県で開催される毎年恒例のイベントです。
旬のかにや鮮魚が特別価格で販売されるほか、地元のカニを使った
美味しい料理やご当地グルメの販売、かに汁の無料提供サービス等
が行われます。
■日 時

１１月２５日（土）午前９時～午後２時

■会 場

マリンピア賀露（鳥取港周辺）
鳥取県漁協荷捌所（メイン会場：鳥取市賀露町西４丁目）

■問合せ 鳥取かにフェスタ実行委員会（鳥取県漁協賀露支所内）
電話 0857-28-0112
ﾂｲｯﾀｰ https://twitter.com/tottorikanifes
【倉吉ばえん祭】
「ばえる（騒ぐ）」という意味の方言が祭りの名称の由来です。当日は、歩行者天国となった倉吉駅前通りに露
店が立ち並び、サンバパレードや打吹童子ばやし、ステージイベントの他、ばえん鍋の振る舞いなど多彩な催
しでまちを賑やかにします。
■日 時

１０月２２日（日）午後１時～８時

■会 場

倉吉駅前通り（倉吉市上井）

■問合せ

倉吉ばえん祭実行委員会事務局（鳥取中部観光推進機構内）
電話 080-6243-2473
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://baeru.com/
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【中華コスプレ大会】
中華系に特化したアニメやマンガ、ゲーム等のキャラクターに
なりきってコスプレを楽しんだり、撮影したりするイベントです。
美しい中国式建造物や庭園が評判となり、全国から多くのコス
プレイヤーやコスプレファンが訪れます。
■日 時

１１月２５日（土）、２６日(日)
両日とも午前９時～午後５時

■会 場

中国庭園燕趙園（湯梨浜町引地）

■問合せ 中華コスプレ大会実行委員会 電話 0858-32-2180
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://china-cos.net/
【三朝温泉和紙灯り】
三朝温泉街にある三朝神社の境内を会場に、「和紙灯り」が彩り
ます。この神社の手水舎は常に温泉が湧いており、「神の湯」と
して親しまれています。幻想的な光景をお楽しみください。
■日 時

９月～１０月の毎週金曜日・土曜日
両曜日とも午後７時～午後９時（※雨天中止）

■会 場 三朝神社境内（三朝町三朝）
■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/img/washiakari.pdf
【全国柿の種吹き飛ばし大会】
南部町特産の富有柿（ふゆうがき）の味を楽しみ、その種を吹き
飛ばして距離を競うユニークな大会です。毎年全国から多くの
参加者が集まり、熱戦を繰り広げます。
■日 時

１１月２３日（木・祝） 正午～午後４時

■会 場

農業者トレーニングセンター（西伯郡南部町天萬）

■問合せ 南部町企画政策課 電話 0859-66-3113
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.nanbu.tottori.jp/

３．最新情報
【鳥取砂丘砂の美術館第１１期展示のテーマが決まりました】
現在、第１０期展示「砂で世界旅行・アメリカ編」が開催中の砂の美術館。
来年４月からはじまる第１１期展示は、「砂で世界旅行・北欧編～美しい大自
然と幻想的な物語の世界へ」がテーマです。フィヨルドが形成した氷河湖やア
ンデルセン童話に描かれた人魚姫、サンタクロースなど世界の砂像彫刻家に
よる作品が楽しめます。
■開催期間

平成３０年４月１４日（土）～平成３１年１月６日（日）

■問合せ

鳥取砂丘砂の美術館（鳥取市福部町湯山）
電話 0857-20-2231
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sand-museum.jp/
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【旅行会社向け平成３０年度版 鳥取県観光素材集を発行】
鳥取県内の最新観光情報を掲載した観光素材集ができあがりました。県内
各エリアの観光情報や自然を満喫できるアクティビティーなど、旅行会社の
皆様が商品造成をする際に役立つ観光情報が盛りだくさんです。詳しくは
ホームページをご覧ください。
■問合せ

（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/824/15979.html

４．交通情報
【三朝⇔大阪直行バス「三朝号」】
三朝温泉にご宿泊のお客様限定で、大阪と三朝温泉を結ぶ直行バスが運行されます。鳥取の名所鳥取砂丘
や松葉がにの本場、賀露港でのショッピングも楽しめます。
■運行期間
≪往路 西梅田発≫

平成３０年１月１１日（木）～３月１１日（日）の木・金・土・日曜日
平成３０年１月６日（土）～１月８日（月・祝）、２月１２日（月・祝）

≪復路 三朝温泉発≫ 平成３０年１月１２日（金）～３月１２日（月）の金・土・日・月曜日
平成３０年１月７日（月）～１月９日（火）、２月１３日（火）
■行 程
（往路） 西梅田駐車場→山田養蜂場ぶんぶんファクトリーにて買い物（岡山）→三朝温泉
（復路） 三朝温泉→石谷精華堂→賀露港・海産物ショッピングにて買い物→鳥取砂丘→ＪＲ大阪駅周辺
■旅行代金
■問合せ

５，８００円(大人、子ども、幼児（３歳～５歳）共) ※要予約（５日前まで）
（株）日本交通旅行社 電話 0858-26-1117

【はわい温泉・東郷温泉カニバス直行便】
はわい温泉・東郷温泉にご宿泊のお客様限定で、大阪方面とはわい温泉・東郷温泉を結ぶ直行便が運行され
ます。
■運行期間
≪往路 天王寺発≫ １２月１６日（土）～２９日（金）、平成３０年１月４日（木）～３月３１日（土）
≪復路 はわい・東郷温泉発≫ １２月１７日（日）～３０日（土）、平成３０年１月５日（金）～４月１日（日）
■行 程
（往路） 天王寺公園バス駐車場→梅田プラザモータープール→鳥取砂丘（自由昼食）→東郷温泉
→はわい温泉
（復路） はわい温泉→東郷温泉→賀露港（海産物ショッピング）→大阪駅周辺→天王寺駅周辺
■旅行代金

４，８００円（学生及び子どもは往復４，３００円） ※要予約（１０日前まで）
◆１２月１６日（土）運行の初日便のお客様には、特典として往復の大人料金が２，４００円
往復の学生及び子ども料金が２，１５０円でご利用できます。
※学生はチェックイン時、学生証の提示が必要です。
※幼児は席を確保する場合、子ども料金が必要となります。

■問合せ

はわい温泉・東郷温泉旅館組合 電話 0858-35-4052
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hawai-togo.jp/
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【大山る～ぷバス秋の運行日】
米子駅から大山方面の観光地や見どころを周遊する観光路線バスです。特典付きのお得な乗り放題乗車券を
利用して、秋の大山をお楽しみください。
■運行期間

１０月１日(日)～１５日（日）までの土・日・祝日、 １０月２０日（金）～１１月５日（日）までの毎日

■料

米子駅から大山寺まで７２０円（大人片道運賃／子どもは半額） 詳しくはお問い合わせください。

金

１日乗り放題乗車券：１，０００円、２日間乗り放題乗車券：１，３００円
■問合せ

日本交通（株）米子営業所 電話 0859-33-9116
日ノ丸自動車（株）米子支店 電話 0859-32-2123

５．まちぶら♪ ～北栄町（ほくえいちょう）エリア編～
【コナンに会えるまち「北栄町」】
北栄町は、漫画「名探偵コナン」の作者、青山剛昌先生の出身地です。「コナン通り」はコナン駅（JR 由良駅）か
ら道の駅大栄までの１．４キロで、通り沿いにはブロンズ像やモニュメントがあちこちに点在しています。ファン
必見の「青山剛昌ふるさと館」があり、まちを歩けばコナンと出会えます。
今年３月には「コナンの家 米花（べいか）商店街」もオープンし、コナンとふれあいながら、食事や買物が楽し
めます。
＜青山剛昌ふるさと館＞
■営業時間 午前９時３０分～午後５時３０分（年中無休）
■入館料

大人７００円、中高生５００円、小学生３００円、
小学生未満無料※団体割引有

■住 所

北栄町由良宿

■問合せ

青山剛昌ふるさと館 電話 0858-37-5389
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gamf.jp/

＜コナンの家 米花商店街＞
〔コナンの家 パン工房〕
■営業時間 午前９時～午後７時（休：火曜日）
コナンにちなんだオリジナル商品をはじめ常時７０種類のパンを提供
〔CONAN GELATO〕
■営業時間 午前１１時～午後６時（休：なし）
旬の果物や地元食材を使ったジェラートが常時１０種類以上
〔喫茶ポアロ〕
■営業時間 午前９時～午後５時（休：月曜日）
気軽に利用できるカフェスペース。こだわりの自家製カレーがおすすめ
〔コナン百貨店〕
■営業時間 午前１０時～午後６時（休：なし）
この店限定のアイテムが豊富にラインナップしたキャラクターショップ
■住 所

北栄町由良宿（出会いの広場内）

■問合せ

北栄町商工会 電話 0858-37-4057
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.conan-town.jp/
Ⓒ 青山剛昌／小学館
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【北条ワイン醸造所】
昭和１９年創業の北条ワイン醸造所は、中四国地方で最も歴史ある老舗のワイナリーです。創業以来、地元産
砂丘ブドウにこだわり続け、本格派ですがどこか親しみやすい味わいが長年愛されています。

■営業時間

午前８時～午後５時（日曜、祝日休み）
※工場見学は行っていませんが、直売所でワインを購入できます。

■問合せ

北条ワイン醸造所（北栄町松神） 電話 0858-36-2015
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hojyowine.jp/

【阪本観光りんご園】
阪本りんご園では、秋映（あきばえ）や陽光（ようこう）、王林（おう
りん）、ふじなど７種類のりんご狩りができる観光農園です。
異なる品種のりんごを食べ比べましょう！
■営業期間

１０月２日（月）～１２月上旬
※時期により収穫できるりんごが異なります。

■営業時間

午前９時～午後５時

■入園料

大人６００円、小学生以下５００円

■問合せ

阪本観光りんご園（北栄町妻波） 電話 0858-37-4914

【レークサイド大栄】
西高尾ダムの側にあり、日本グラウンド・ゴルフ協会公認の起伏
に富んだ３コース２７ホールの専用コースや、ローラー滑り台、
全面芝張りの青空広場など、豊かな自然に囲まれた中で幅広い
年代に楽しんでいただけるレジャー施設です。併設された「やす
らぎの家」では、お食事なども楽しめます。
（詳しくはお問い合わせください）
■営業時間

午前８時３０分～午後５時

■定休日

１２月２９日（金）～１月３日（水）

■問合せ

レークサイド大栄管理事務所（北栄町西高尾） 電話 0858-57-2323
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-hokuei.net/1345.htm
平成２９年９月２６日発行

〔とっとり観光ニュース〕
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(著作権表示が付いている記事等は除く)。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
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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/

