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１ 秋の味覚 とっとりの梨 

鳥取県は、梨の名産地。県内各所でさまざまな品種の梨が栽培され、夏から晩秋にかけて、旬の青

梨や赤梨を味わうことができます。特に、８月に旬を迎える二十世紀梨は、栽培開始から 100年以上

の歴史を持ち、鳥取県を代表する特産品です。 

鳥取砂丘周辺にある梨の栽培地は、梨狩り体験ができる梨園が多数所在することから「ふくべ梨狩

り街道」と呼ばれています。採れたてならではの瑞々しい梨を堪能したり、お土産を買ってお裾分け

したり、梨づくしの旅もおすすめです。 

  

＜梨狩り体験で収穫できる品種（一例）＞ 

 定番の「二十世紀梨」、二十世紀梨をもとに生まれた新品種「新甘泉（しんかんせん）」や「なつひ

め」、秋には大玉の赤梨「新興梨（しんこうなし）」など、さまざまな品種の梨狩りがその時期により

体験できます。※品種は園によって異なります。 

●新甘泉 

 芳醇な甘みと抜群の糖度が特徴で、新品種の赤梨。 

旬：８月下旬～９月上旬 

●なつひめ 

 甘さと酸味のバランスが良い新品種の青梨。 

旬：８月下旬～９月上旬 

●新興梨 

 果汁が多く、甘みと酸味のバランスがよい赤梨。 

 旬：10月中旬～11月上旬 

 

【鳥取砂丘で梨狩り体験】 

■所在地 鳥取市福部町湯山（鳥取砂丘周辺） 

■料 金 大人 1,000 円、小人 800円（団体割引あり） ※団体の場合、予約要。 

■期 間 ８月下旬～11月上旬（※園により期間が異なります。） 

 ■問合せ 山湯山果実組合 電話 0857-75-2226 

      浜湯山果実組合 電話 0857-75-2002 

      ※園により体験できる梨の品種、収穫期間は異なります。事前にご確認ください。 

新甘泉（しんかんせん） 
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２ 山陰道「琴の浦 IC」を利用して琴浦町内を周遊しよう 

 山陰道「琴の浦 IC」が道の駅琴の浦に新設され、国道９号と直結しました。IC を利用して、琴浦

町内の魅力スポットに立ち寄りしませんか。（※大型バス（９ｍ以上）は通行できません。ご注意く

ださい。） 

【光の鏝絵（みつのこてえ）】 琴の浦 ICから約 10分 

鏝絵は、江戸末期から昭和初期に流行した庶民の建築文

化です。左官職人が漆喰壁に鏝で縁起を祝う「鶴、亀、鯉、

松竹梅」などの浮彫模様を塗り、蔵や住宅を華やかに飾り

ます。 

琴浦町光（みつ）集落には、この鏝絵が密集しており、

全国的にも珍しいとされています。ガイドと一緒に巡っ

て、生活の中の芸術を堪能してください。 

■所在地 琴浦町光 

※個人邸宅に立ち入る場合は許可を得る必要があります。詳しくはお問合せください。 

■料金 観光ガイド 2,000円／１グループ 20人以内で１カ所 ※２週間前までに予約要 

■問合せ 琴浦町観光協会 電話 0858-55-7811 

 

【大山乳業農業協同組合 工場見学】 琴の浦 ICから約 10分、琴浦東 ICから約５分 

大山乳業農業協同組合は、県内すべての酪農家が一組織

となっている全国でも稀な「酪農専門農協」です。製造さ

れている「白バラ牛乳」は、県内の学校給食や食卓に並び、

生活に密着しています。工場見学では、牛乳やヨーグルト

の製造工程をガイド付きで見学でき、白バラ牛乳を試飲す

ることができます。 

■所在地  琴浦町保 37-1 

■開催日時 月曜～土曜 9:30～、11:00～、13:00～ 

      ※年末年始を除く。都合により、製造ラインが稼働していない場合があります。 

■受入人数 ２～30名／回、団体 10～45名／回 ※３日前までに予約要  ■料金 無料 

■問合せ  大山乳業農業協同組合 電話 0858-52-2211 

３ 中部地域のツアー新情報・お得なクーポン 

【手作り和紙灯り体験】 

山野に繁茂する葛をフレームに、鳥取県の伝統工芸品「因州和紙」を張り

つけて、世界に一つだけの和紙灯りの製作体験ができます。 

■体験場所 個人（北栄町由良宿 1556 遊楽隣工房） 

団体（北栄町由良宿 800 北栄町中央公民館大栄分館） 

■受入人数 個人（１～10名）、団体（11～50名） 

■所要時間 ２時間 ※制作時間は応相談。 

■体験料金 3,800円 ※配送希望の場合、送料別途要。 

■問合せ  遊楽隣工房（ゆらりんこうぼう） 電話 090-2802-9637 

製造ライン見学の様子 
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【旅行会社限定商品 鳥取中部２DAYミュージアム周遊クーポン】 

 鳥取中部エリアにある４つの観光施設をお得に巡ることができる周遊クーポンが登場。通常価格

より大幅に割引された特別価格のクーポンで、引換日より２日間有効です。１日で４施設を巡るもよ

し、２日間でゆっくり楽しむもよし、鳥取中部を満喫できます。 

（クーポン利用可能４施設） 

倉吉：鳥取二十世紀梨記念館（なしっこ館）、円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 

湯梨浜：中国庭園燕趙園（えんちょうえん）、北栄：青山剛昌ふるさと館 

■引換場所 ＪＲ倉吉駅内観光案内所  ■利用期間 引換日から２日間 

■問合せ （一社）鳥取中部観光推進機構 電話 0858-24-5024 

     ※販売価格は、お問合せください。 

【団体向け 三朝温泉日本遺産ガイドツアー】 

日本遺産に認定されている三朝温泉では、４月１日より日本

遺産ガイドツアーが始まりました。日本遺産のテーマである「六

感治癒」と「六根清浄」について、温泉街を歩きながら日本遺産

ガイドが紹介します。 

ガイドと巡れば、三朝温泉の文化や歴史をより感じられ、「観・

聴・香・味・触・心」の六感が癒されます。 

■開催場所 三朝温泉街（三朝町三朝周辺） 

■料金   3,000円（１グループ 10名程度） ※７日前までに予約要 

■問合せ  三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431 

４ 因幡街道「宿場町」を散策しよう！ 

【宿場町“智頭宿”散策ツアー 石谷家住宅と諏訪酒造】 

智頭宿は、県内で最大の宿場町として栄え、史跡や道標など往

時をしのばせる古い町並みが今も残っています。国指定重要文化

財「石谷家住宅」をはじめ、江戸時代から続く酒蔵「諏訪酒造」

など、地元ガイドが地域の歴史や文化、伝統を紹介します。 

■所在地  智頭町智頭  ■受入人数 60名まで 

■所要時間 石谷家住宅（１時間）、諏訪酒造（30分）、 

智頭宿散策（30分） 

■料金   石谷家住宅 入館料 500円（15名以上で団体料金 400円） 

      智頭宿ガイド（要予約）1,500円（ガイド１人につき 20名まで） 

■問合せ （一社）智頭町観光協会 電話 0858-76-1111 

 

 

 

 

 

 

 

三朝温泉 飲泉場 

石谷家住宅 

智頭宿の町並み 

諏訪酒造 
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５ 伝統芸能「麒麟獅子舞」が日本遺産に認定されました 

鳥取県東部と兵庫県香美町、新温泉町に受け継がれる「麒麟

獅子舞」を含むストーリー「日本海の風が生んだ絶景と秘境－

幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地『因幡・但馬』」が令和はじめ

の日本遺産に認定されました。「麒麟獅子舞」は、主に春と秋に

行われる神社の例祭を中心に、舞いが奉納されます。 

■問合せ 鳥取市役所文化交流課 電話 0857-20-3226 

６ 新着・イベント情報 

【鳥取因幡Ｇバス 鳥取西道路開通記念「GeoWestコース」が運用開始！】 

 県東部の因幡路を巡るお得なバスツアー「鳥取因幡Ｇバス」。鳥取西道路の周辺地域にある神社や

城跡、鳥取砂丘や砂の美術館を巡り、おぼろ豆腐作り体験と昼食を楽しむ地元ガイド付きです。 

■コース  JR鳥取駅南口→子守神社→建山神社→かちべ伝承館（おぼろ豆腐体験）（昼食）→ 

      鹿野まち歩き→道の駅西いなば気楽里→砂の美術館→鳥取砂丘→JR鳥取駅南口  

■運行期間 ７月 20日（土）、７月 27日（土）、９月 21日（土）、９月 28日（土） 

      11月２日（土）、11月９日（土）、11月 16日（土）、11月 23日（土・祝） 

■募集人数 40名（１運行） 最小催行人数５名（１運行） ※申込締切 出発日３日前の 17:00 

■料金   5,000円（税込） ※３歳未満は無料（食事なし） 

■問合せ  （一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756 

 

【夏到来！ 海水浴場 海開き】 

海水浴場 市町名 海開き 問合せ先 

東浜海水浴場 岩美町 ７月 10日（水）   

牧谷海水浴場 岩美町 ７月 10日（水） 岩美町観光協会 0857-72-3481 

浦富海水浴場 岩美町 ７月 10日（水）   

鳥取砂丘海水浴場 鳥取市 ７月 14日（日） 砂丘フレンド 0857-22-8348 

賀露みなと海水浴場 鳥取市 ７月 13日（土） 賀露みなと観光協会 0857-28-1266 

(9:00～16:00) 

白兎海水浴場 鳥取市 ７月５日（金） 白兎観光協会 0857-59-0018 

小沢見海水浴場 鳥取市 ７月５日（金） 小沢見観光協会 0857-59-6007 

うの海水浴場 湯梨浜町 ７月 12日（金） 
湯梨浜町観光協会 0858-35-4052 

ハワイ海水浴場 湯梨浜町 ７月 13日（土） 

八橋海水浴場 琴浦町 ７月 12日（金） 琴浦町役場商工観光課 0858-52-1713 

皆生温泉海水浴場 米子市 ７月６日（土） 皆生温泉旅館組合 0859-34-2888 

令和元年 6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/ 

麒麟獅子舞 


