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とっとりの冬☆ゲレンデ情報
県内のスキー場は、例年 12 月中旬にスキー場開きを迎えます。変化に富んだ多彩なコース、お

得なプランや冬のアクティビティなどが魅力です。
【だいせんホワイトリゾート】
（大山町大山）
大山の北側のゲレンデは雪質も良く、雄大な大山の
斜面から日本海まで見渡せる大パノラマが魅力で、初
心者から上級者まで楽しめます。今シーズン新たにリ
フト券をＩＣカード化とし、自動改札システムを導入
したので、スムーズかつスマートなリフト利用が可能
になります。
■スキー場開き 12 月 22 日（土）予定
■営業時間 8:00～17:00（土・日・祝日 7:30～）
ナイター営業 17:00～21:00
（土曜日のみ２月末まで）
■駐車場 県立大山駐車場

屋外 530 台／屋内 310 台（有料）

■問合せ だいせんホワイトリゾート 電話 0859-52-2315 URL https://www.daisen-resort.jp/
【花見山スキー場】
（日南町神戸上）
バラエティに富んだ７つのコースが特徴で、西日本
屈指の 2,500ｍのロングコースや最大傾斜が 39 度のチ
ャンピオンコースなどの上級者向けから、初心者向け
のコースがあります。スノーボードも全面滑走可能で
す。焼きたてのパンが食べられる食堂にも、ぜひお立ち
寄りください。
■スキー場開き 12 月 16 日（日）予定
■営業時間 8:00～17:00 ■駐車場 1,000 台（無料）
■問合せ 花見山スキー場

電話 0859-83-0456 URL http://hanamiyama.co.jp/

【大山ますみず高原スノーパーク】（伯耆町大内）
大山の麓に広がり、日本海や弓ヶ浜半島を眺望できる見晴らしのよいゲレンデです。ナイターでは、
米子市の夜景を楽しむことができます。
■スキー場開き 12 月 23 日（日）予定
■営業時間 （平日）13:00～22:00、
（土）9:00～22:00、
※予定

（日）9:00～17:00
ナイター営業 18:00～22:00（月～土）

■駐車場 230 台（無料）
■問合せ 大山ますみず高原スノーパーク 電話 0859-52-2420
URL http://www.masumizu.net/ski/
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【奥大山スキー場】
（江府町御机）
地形を活かした縦長のゲレンデが多くあり、初心者から
上級者向けのコース、ちびっこゲレンデやスノーボードパ
ークもあります。
■スキー場開き 12 月 15 日（土）予定
※休暇村奥大山鏡ヶ成スキー場にて合同開催
■営業時間 8:30～17:00 ■駐車場 400 台（無料）
■問合せ 奥大山スキー場

電話 0859-77-2828

URL http://okudaisen.info/
【休暇村奥大山 鏡ヶ成（かがみがなる）スキー場】（江府町御机）
大山の南東標高 920ｍに位置し、雄大な山々に囲まれたゲ
レンデは、スノーボードやクロスカントリーなどを楽しめま
す。安定した積雪により、例年 12 月中旬から４月上旬まで
長期間滑走が可能です。お泊りは、スキー場が目の前にあり、
リフト券やレンタルがついた「手ぶらでスキープラン」など
のお得なプランのある「休暇村奥大山」がおすすめです。

■スキー場開き 12 月 15 日（土）予定
■営業時間 8:30～17:00 ■駐車場 200 台（無料）
■問合せ 休暇村奥大山 電話 0859-75-2300
URL http://qkamura.or.jp/daisen/ski/
休暇村奥大山

【わかさ氷ノ山（ひょうのせん）スキー場】（若桜町つく米）
初心者におすすめの緩やかな傾斜のコースや、上級者向
けのチャレンジコースなど、自然を活かした変化に富む
５つのコースがあり、スノーボードは全面滑走可能です。
パウダースノーが楽しめ、西日本
では珍しい樹氷がゲレンデから
見られることもあります。
また今シーズンは、休憩スペース
がリニューアルオープンします。
■スキー場開き 12 月 15 日（土）予定
■営業時間 8:00～17:00 ■駐車場 平日無料
■問合せ 若桜町観光協会

電話 0858-82-2237

URL http://kanko.town.wakasa.tottori.jp/

※営業時間は、リフトの営業時間です。気象条件により変更になることがあります。
－2－

２

「かにの水揚量日本一！」の鳥取で「かに」を堪能しよう

【松葉がに】
成長した雄のズワイガニのことで、ぎっしりと詰まった
身と上品な旨味が特徴です。
☆特選とっとり松葉がに「五輝星（いつきぼし）
」
五輝星は、大きさ、重さ、形状、色合い、身いりの厳しい
５つの基準をクリアした最上級の松葉がにのトップブラン
ドで、非常に希少な松葉がにです。
特選とっとり松葉がに「五輝星」

【親がに・若松葉がに】

「親がに」は、ズワイガニの雌で雄と比べて小さいですが、良い出汁が出るので、かに汁などに使
われます。
「若松葉がに」は、水分が多く殻がやわらかいのが特徴で、松葉がにより安価で気軽に楽
しめます。
【ベニズワイガニ】
その名のとおり鮮やかな紅色が特徴の「ベニズワイガニ」は、
みずみずしさがあり、肉質はやわらかく、豊かな甘みが楽しめます。
直売所等では、ボイルされたものを手頃な価格で購入することも
できます。
【冬の味覚を堪能 かに料理】
かには、様々な料理でその旨みと食感を楽しむことができます。この時期、温泉旅館やホテルでは、
旬のかにを贅沢に楽しめる宿泊プランも登場します。

焼がに

かにの刺身

かにみそ

■問合せ <蟹に関する問合せ> 鳥取県食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853
<蟹取県ウェルカニキャンペーン> 鳥取県観光戦略課

電話 0857-26-7237

URL https://www.kanitoriken.jp/why-kanitoriken/index.html
【かにを買うならここ！】
<境港市> 境港水産物直売センター 電話 0859-30-3857
大漁市場なかうら

電話 0859-45-1600

境港さかなセンター

電話 0859-45-1111

<鳥取市> 鳥取県漁業協同組合

電話 0857-31-0011

（ＪＦ鳥取県漁協かろいち直販店）
かねまさ・浜下商店

電話 0857-28-2391

中村商店

電話 0857-28-1051

<岩美町> 浜勝商店

電話 0857-72-8101
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【バスで楽々！三朝温泉で温泉とカニを楽しもう】
☆岡山・倉敷発！三朝温泉直行便カニバス（毎日往復３便運行）
■運行日 12 月１日（土）～12 月 28 日（金）、平成 31 年１月４日（金）～３月 15 日（金）
※一部運休有り
■料金

大人 5,500 円、小人 2,800 円（往復＋公衆浴場「たまわりの湯」入浴券付）

■問合せ 下電観光バス（株）

電話 086-225-1231 URL http://www.shimodenbus.jp/

三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431 URL http://spa-misasa.jp/
☆大阪駅発！三朝温泉周遊バス「三朝号」
■運行日 【大阪梅田発】平成 31 年１月５日（土）、６日（日）
、14 日（月・祝）
、２月 11 日（月・
祝）
、１月 10 日（木）～３月 10 日（日）の木・金・土・日。合計 40 日運行予定。
■料金

5,800 円（大人小人同料金、大阪⇔三朝温泉往復＋公衆浴場「たまわりの湯」入浴券付）

■問合せ （株）日本交通旅行社倉吉営業所 電話

0858-26-1117

【松葉がにゲットのチャンス！鳥取かにフェスタ 2018】
イベントではカニ汁の無料配布や、松葉がにが当たるゲームコーナーなど多数の催しがあります。
■日時

11 月 17 日（土）9:00～14:00 ※入場無料（有料イベントあり）

■場所

メイン会場 マリンピア賀露（鳥取港周辺）

■問合せ 鳥取かにフェスタ実行委員会（鳥取県漁業協同組合賀露支所内）
電話 0857-28-0112 URL http://ttgyokyo.jf-net.ne.jp/
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山陰屈指の生息地で冬の野鳥を観察しよう

１年を通じて水鳥をはじめ様々な生き物を観察できる
「米子水鳥公園」には、秋から冬にかけて、コハクチョウ
やマガン等多くの野鳥が飛来します。大山や中海が一望で
きる展望ホールや観察ホールからは、野鳥を間近で観察す
ることができます。
■開館時間 11 月～３月 8:30～17:30（平日）
7:00～17:30（土・日・祝日）
４月～10 月

ネイチャーセンターから見た景色

9:00～17:30

■入館料 大人 310 円 ※中学生以下と 70 歳以上は無料

（写真提供：中海水鳥国際交流基金財団）

■定休日 火曜（祝日と重なった場合は翌日）、祝日の翌日、12 月 29 日～1 月 3 日※臨時開園有り
■問合せ 米子水鳥公園 電話 0859-24-6139 URL http://www.yonago-mizutori.com/
平成 30 年 10 月 25 日発行
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、旅行会社の皆様をはじめ、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。ご不明な点はお問合せください。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〕
（公社）鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 ファクシミリ 0857-39-2100
E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ始めました！「insta_tottori」で検索！＞
鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報）
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