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北は日本海、南は中国山地に囲まれた鳥取は、自然の宝庫。海や山の自然を活かしたアクティビテ

ィが存分に楽しめます。また、唯一無二のものづくり体験やこだわりの食材を使用した手作り体験な

ど、インドアの体験も豊富です。鳥取ならではの体験で、旅の思い出をつくりましょう。 

※各体験の所要時間、料金等の詳細は、事前にご確認ください。原則、事前予約が必要です。 

 

１ 大自然を満喫なら やっぱりアウトドア 

【鳥取砂丘周辺での体験】 

 砂丘の砂と傾斜を生かしたサンドボードや、砂地や波打ち際を

太いタイヤの自転車で走るファットバイク、夕暮れや夜の砂丘を

満喫できる砂丘でのヨガ、やわらかい砂地へ着地できるパラグラ

イダーと、鳥取砂丘では地形を生かしたアウトドア体験ができま

す。様々な砂丘の表情を感じることができます。 

■体験場所 鳥取砂丘周辺（鳥取市福部町湯山） 

 

 

 

体験 内容 受入人数 実施期間 問合せ先 

パラグライダー 半日、１日スクール ～40人 ３～12月 ゼロパラグライダースクール 

080-1939-6640 

半日スクール、楽ち

んコース、タンデム

体験コース 

～30人 ３～12月 鳥取砂丘パラグライダースクール

（砂丘本舗） 

0120-963-798 

サンドボード・ 

サンドスライダー 

サンドボード、 

サンドスライダー 

～50人 ３～12月 鳥取砂丘サンドボードスクール 

0857-30-1991 

ファットバイク 

 

砂丘をファットバイ

クでサイクリング 

～６人 ３～12月 TRAIL ON（トレイルオン） 

080-1649-1796 

砂丘 YOGA 

 

砂丘でヨガ体験、砂

丘の池で SUP＆ヨガ 

～120人（ヨガ） 

４人（SUP＆ヨガ） 

３月末～ 

10月 

砂丘 YOGA 

080-5756-4450 

 

パラグライダー 

サンドボード ファットバイク 砂丘 YOGA 

©TRAIL ON 
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【浦富海岸周辺での体験】 

 浦富海岸は、白砂青松の美しい砂浜や複雑に入り組んだリアス式海

岸など変化に富んだ景観が特徴で、本州で屈指の海の透明度を誇りま

す。 

遊覧船やシーカヤックは、それらの迫力ある景色を海から眺望する

ことができ、大自然を満喫できます。 

■体験場所 浦富海岸（岩美町浦富、大谷、牧谷など） 

 

体験 内容 受入人数 実施期間 問合せ 

シーカヤック 午前の部、午後の部 

 

１人～ ５月下旬～ 

９月末 岩美町立渚交流館 

0857-73-0118 シュノーケリング 

 

午前の部、午後の部 ２人～ ６月末～ 

10月上旬 

クルーズ船 

「Muse（ミューズ）」 

軽食（ブランチ、スイー

ツ）付きクルージング 

最少催行人数 

８人～定員 25名 

６～９月 山陰松島遊覧（株） 

0857-73-1212 

ジオコムス 

 

１人乗り電気自動車で

観光スポットを周遊 

１人～ 通年 ジオコムスステーション 

070-3779-1815 

 

【白兎（はくと）海岸での体験】 

 白兎海岸の美しい砂浜でビーチテニス体験ができます。日本海

と鳥取のすなばでの体験を存分に満喫できます。 

■体験場所 白兎海岸（鳥取市白兎） 

■人数 ～20人  ■期間 ４～11月 

■問合せ （一社）すなばスポーツ 電話 080-6304-1241 

     URL https://sunabasports-tottori.jimdo.com/ 

 

【氷ノ山（ひょうのせん）での体験】 

 「響の森」は、氷ノ山をフィールドとした少人数向けのエコツア

ーを実施しています。若桜の沢を登ったり、淵に飛び込んだりする

シャワークライミングも人気です。 

■所在地 若桜町つく米 

■問合せ 氷ノ山自然ふれあい館 響の森 電話 0858-82-1620 

     URL http://www.hibikinomori.gr.jp/ 

クルーズ船「Muse」 

シーカヤック 

シュノーケリング ジオコムス 

ビーチテニス体験 

シャワークライミング 
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【東郷湖での体験】 

 はわい温泉や東郷温泉が湧

く東郷湖で、いろいろなウォ

ータースポーツが体験できま

す。 

 

 

＜体験内容＞ サップクルージング、カヌー、レイクチューバ―、ウォータリング 

■開催日 ５～10月の毎週日曜日 ※日曜以外は要予約 

■集合場所 東郷湖ハワイ夢広場前（湯梨浜町南谷 Café ippo） 

■問合せ Café ippo（カフェいっぽ） 電話 0858-35-6161 

 

【大山周辺での体験】 

＜森の国 自然体験＞ 

 森の国は大山の麓にある自然体験施設で、サイクリング

ツアーやシャワークライミング、ツリークライム＆ジップ

ラインなど様々な自然体験やキャンプが楽しめます。園内

では、西日本最大級のアスレチックやオリジナル遊具など

様々な遊びができます。 

■所在地 大山町赤松 634 

■問合せ 森の国 電話 0859-53-8036 

     URL http://www.japro.com/morinokuni/ 

 

＜大山ますみず高原 天空リフト＞ 

 大山西側の裾野に位置する桝水高原。大山を望みながら

片道約８分の空中散歩が楽しめます。展望台から遙か隠岐

の島が望めることもあります。ブナ林を抜ける横手道ハイ

キングもおすすめです。 

■所在地 伯耆町大内 1067-2 

■問合せ 桝水ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ 電話 0859-52-2228 

URL http://www.masumizu.net/ 

 

【日野川での体験】 

 日野川ラフティングは、日野川上流をラフト（ゴムボー

ト）に乗って、豪快に漕ぎ下る体験です。仲間と一緒に、

自然の素晴らしさを体験しましょう。 

■集合場所 リバーサイドひの（日野町下榎） 

■期間 ４、５、10 月の土・日・祝日 ■人数 ～20 人

■予約 開催週の水曜までに申込要、先着順 

■問合せ 日野町教育委員会 電話 0859-72-2107 

URL https://www.town.hino.tottori.jp/1275.htm 

サップクルージング カヌー 

アスレチック 

日野川ラフティング 

天空リフト 
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２ 雨でも安心 インドア体験 

【みるく工房 手作り体験】 

大自然の中で育ち、全国でもトップクラスの良質な生乳を使っ

たアイスクリームやミルクプリン作りができます。 

■人数 １人～（定員は体験により異なる） 

■体験場所 伯耆町小林水無原 2-11 

■問合せ 大山まきばみるくの里 電話 0859-52-3698 

 URL http://www.milknosato.com/enjoy/tedukuri.php 

 

【お祈り守り制作体験】 

地元の石職人が彫ったお祈り石と、お好みのお守り袋を選び、

自分の願いを込めながら「叶（かのう）結び」に結われた紐を結

いつけてオリジナルのお守りを作ります。 

■人数 ～20人  ■期間 通年 ※対応不可日あり 

■体験場所 倉吉市上井１ 

■問合せ 大平山金毘羅院 電話 0858-26-1526 

URL https://oohirasan-konpirain.com/oinorimamori.html 

 

【毎日開催 バウムクーヘン作り体験】 

鳥取の大自然の中、放し飼いと自然素材の飼料によって産まれ

た栄養満点の卵「天美卵（てんびらん）」を使った生地でバウムク

ーヘン作りにチャレンジできます。 

■人数 ２人～ ■期間 通年 ■体験場所 八頭町橋本 877 

■問合せ 大江ノ郷自然牧場 電話 0570-077-505 

URL https://www.oenosato.com/experience/ 

 

【とうふちくわ・ちくわ作り体験】 

江戸時代から続く鳥取の食「とうふちくわ」の生地を練って竹

に巻きつけたり、鯛ちくわを作ったりする体験です。 

■人数 ～30人／１回  ■期間 通年 

■体験場所 鳥取市河原町布袋 556 

■問合せ とうふちくわの里ちむら 電話 0858-76-3333 

     URL http://www.toufuchikuwa.com/ 

     ※現在、リニューアル工事中のため、体験は７月中旬～を予定。 

平成 31年２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〕公益社団法人鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 ファクシミリ 0857-39-2100 

                      E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ好評公開中！「insta_tottori」で検索！＞ 

           鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報） URL https://www.tottori-guide.jp/ 


