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１ 砂の美術館 来期のテーマが決まりました 

砂の美術館の来年度の展示テーマが「砂で世界旅行 チェコ＆ス
ロバキア編」に決まりました。 
 テーマに決まった２つの国は、来年度に日本との交流 100 周年を
迎える節目となり、また、多くの世界遺産にも恵まれています。 
 チェコは、1000年もの歴史をもつ「プラハ歴史地区」など美しい
中世の街並みが多く残り、スロバキアは、鐘乳洞群や世界最大のブ
ナ原生林などの自然豊かな国です。 
 プラハ歴史地区、カレル橋とモルダウ川、ドミツァ洞窟などをモ
チーフにした砂像作品が制作される予定です。 

■テーマ  第 13期展示「砂で世界旅行 チェコ＆スロバキア編」 
※サブテーマは後日決定 

■所在地  鳥取市福部町湯山 2083-17 
■開催期間 令和２年４月 18日（土）～令和３年１月３日（日） 
■問合せ  砂の美術館 電話 0857-20-2231 
      URL http://www.sand-museum.jp/ 
 
２ かにに関する情報や商品の紹介 

ベニズワイガニ漁が９月に解禁され、11月には松葉がに漁が解禁となり、かにシーズンの到来で
す。大阪や広島、岡山と温泉地を結ぶバスツアーの運行情報や、蟹取県ならではのかににちなんだ
商品をご紹介します。 

【バスで楽々！温泉とカニを楽しもう！】 

★大阪～三朝温泉周遊バス「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。鳥取砂丘の観光、人気のスイーツ店や海産物店でのショッピ
ングも楽しめます。 

■運行日 
（往路）大阪発   令和２年１月 10日（金）～ 
          ３月 15日（日）の木金土日と２月 10日（月） 
（復路）三朝温泉発 令和２年１月 11日（土）～ 
          ３月 16日（月）の金土日月と２月 11日（火・祝） 
■行程 
（往路）大阪発   西梅田バス駐車場→大江ノ郷自然牧場（買物）→三朝温泉 
（復路）三朝温泉発 三朝温泉→石谷精華堂「打吹公園だんごの店」（試食・買物） 
          →かねまさ浜下商店（海産物の買物） 
          →鳥取砂丘・砂丘センター見晴らしの丘（自由昼食）→大阪駅周辺 
■料金  6,500円（大人、小人同料金） ※三朝温泉「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 
 
★広島～三朝温泉周遊バス「三朝温泉ライナー」 

三朝温泉にご宿泊のお客様限定で、広島と三朝温泉を結ぶ直行バスが運行されます。水木しげるロ
ードの散策、鳥取の土産や海産物のショッピングも楽しめます。１泊２日往復利用限定です。 

＜12月、２月、３月の運行＞ 
■運行日 
（往路）広島発   令和元年 12月９日（月）～12月 27日（金） 

令和２年２月１日（土）～３月 13日（金） 
■行程 
（往路）広島発   広島周辺→三朝温泉 

松葉がに  
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（復路）三朝温泉発 三朝温泉→お菓子の壽城（買物）→水木しげるロード（自由散策） 
        →大漁市場なかうら（自由昼食・買物）→広島周辺 

 
■料金  8,000円（大人、子ども同料金） ※乗車８日前までに要予約 ※最少催行人員 ２名 

※食事代、入場料は含まれません。 
※片道利用・延泊利用はできません。 

■問合せ 広交観光（株） 電話 082-238-3355  
三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431 
 

＜１月出発はさらにお値打ち料金！＞ 

１月出発の三朝温泉ライナーは倉吉に立ち寄る別コースで、円形劇場くらよしフィギュアミュー
ジアムの入場料がついてさらにお値打ち料金で運行されます。倉吉白壁土蔵群の見学、海産物などの
ショッピングも楽しめます。 

■運行日 
（往路）広島発   令和２年１月６日（月）～１月 31日（金） 

■行程 
（往路）広島発   広島駅周辺→三朝温泉 
（復路）三朝温泉発 三朝温泉→円形劇場くらよしフィギュアミュージアム（見学） 

          →倉吉白壁土蔵群（自由散策）→道の駅琴の浦（自由昼食・買物） 
          →広島周辺 
■料金  7,000円（大人、子ども同料金） ※乗車８日前までに要予約 ※最少催行人員 ２名  

※円形劇場くらよしフィギュアミュージアム入場料付（特別展＋常設展） 
※食事代は含まれません。 
※片道利用・延泊利用はできません。 

■問合せ 広交観光（株） 電話 082-238-3355  
三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431 
 

★岡山～三朝温泉・はわい温泉 かにバス 

三朝温泉・はわい温泉にご宿泊のお客様限定で、岡山と三朝温泉・はわい温泉を結ぶ直行バスが運
行されます。三朝温泉「たまわりの湯」入浴券やスウィートランド TAKARA の割引券もついたお得な
往復バスです。 

■運行日 
（往路）岡山発 令和元年 12月１日（日）～12月 27日（金）、 
       令和２年１月５日（日）～３月 13日（金） 

■行程 
（往路）岡山各地→三朝温泉→はわい温泉 毎日３便運行 
（復路）はわい温泉→三朝温泉→岡山各地 毎日３便運行 

     ※ただし、１月、２月の運行は３便のうち１便が限定便。 
■料金  大人 5,500円、小人 2,800円  

※三朝温泉「たまわりの湯」入浴券、スウィートランド TAKARA５%割引券付。 
※３のつく日（３,13,23,30,31）の出発は、大人 300円、小人 150 円引き。 

■問合せ 下電観光バス（株） 電話 086-225-1231  
三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431  

 
＜１月、２月は限定便「エンジョイ境港号（昼食付）」が運行します＞ 

岡山と三朝温泉・はわい温泉を結ぶ直行バスの１月、２月の復路の運行は、３便のうち１便が境港
に立ち寄る限定便として運行されます。かにバスの料金にオプション料金を追加すると、境港での昼
食付で、水木しげるロードの散策、鳥取の土産や海産物のショッピングなども楽しめます。 
 

■運行日 
（復路）岡山発 令和２年１月６日（月）～２月 29日（土） 

■行程 
（復路）はわい温泉→三朝温泉→道の駅琴の浦（休憩）→水木しげるロード（自由散策） 

  →境港（昼食・買物）→お菓子の壽城（買物）→岡山各地 
■料金  オプション料金 大人 3,000円、小人 2,500円  
■問合せ 下電観光バス（株） 電話 086-225-1231  

三朝温泉旅館協同組合 電話 0858-43-0431  
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★大阪～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バス
が運行されます。令和元年 12月１日（日）の初日便は、料金が半額で運行されます。 
 

■運行日 
（往路）大阪発 令和元年 12月１日（日）～令和２年３月 31日（日）毎日運行 

※令和元年 12月 28日（土）～令和２年１月４日（土）は除く 
■行程 

（往路）大阪発   大阪→鳥取砂丘（自由昼食）→東郷温泉→はわい温泉 
（復路）東郷温泉発 東郷温泉→はわい温泉→出雲大社（自由昼食・自由参拝）→大阪駅周辺 

■料金   往復 4,900円（税込）（学生及び小人往復 4,500円）※片道料金なし 
     ※学生はチェックイン時、学生証の提示が必要。幼児は席を確保する場合、小人料金 

が必要。 
■問合せ はわい温泉・東郷温泉旅館組合 電話 0858-35-4052 
 
【鳥取かにフェスタ 2019】 

 カニの水揚げ量日本一の鳥取県内の漁港「鳥取港」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
い料理やかに汁の無料サービス、ご当地グルメの販売等
が行われます。 
 
■開催日時 11月 16日（土）9:00～14:00 
■開催場所 マリンピア賀露（鳥取港周辺） 
      鳥取県漁業協同組合荷捌所 
      （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 
      （鳥取県漁業協同組合賀露支所内） 
      電話 0857-28-0112 

 
【スキンケア商品 マリンナノファイバージェル＆クリーム 好評発売中】 

 蟹取県とっとりで大量に発生する蟹の殻から製造され
る「キチンナノファイバー」を原料としたスキンケア商
品の「マリンナノファイバージェル＆クリーム」を現在
好評発売中です。 
 濃厚なのに伸びがよく、スッとなじんでべたつかず、
小さなお子様からご高齢の方まで、体から顔まで全身に
使えるモイスチャージェル＆クリームです。 

■問合せ （株）マリンナノファイバー  
電話 0857-28-5228 
URL http://www.marine-nf.com/ 
 
 

【りとっとのたからもの ほほうるる】 
 
 鳥取県境港で水揚げされたベニズワイガニからと
れる「アセチルグルコミンサン」を使った鳥取生ま
れのスキンケアジェルクリームです。 
 これ１つで化粧水、乳液、美容液、クリーム、化
粧下地の５つの役割のオールインワンタイプ。朝・
夜の洗顔後はこれ１つだけでモチモチの潤い肌にな
れます。 

■問合せ （株）シャルビー 電話 0857-21-2720 
         URL https://shallbe.jp/ 
 
 

かに汁の無料サービス 

マリンナノファイバージェル＆クリーム 

りとっとのたからもの ほほうるる 

https://shallbe.jp/


－4－ 

３ とっとりの柿とイベント情報 

【こおげ花御所柿（はなごしょがき）】  

「こおげ花御所柿」は、鳥取県東部の因幡地方だけで栽培されている甘柿
で、肉質が緻密で果汁も多く、糖度が 20 度以上と甘柿の中で日本一といわ
れています。地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価
を獲得している農林水産物を保護する「地理的表示（GI）保護制度」に登録
されています。 
  

■収穫時期 11月下旬～12月上旬 
■問合せ  鳥取県庁食のみやこ推進課 電話 0857-26-7853 
      URL https://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/ 
 

【第 24回物産館みかど花御所柿まつり】 

八頭町特産の花御所柿を収穫する季節に開催される「花御所柿まつり」は、日本一甘いといわれる
花御所柿のイベントで、花御所柿の食べ放題や、カニ汁のサービス、お楽しみイベントなど内容が盛
り沢山です。 

■開催場所 物産館みかど（八頭町大門 389-1） 
■開催日  11月 24日（日） 
■問合せ  物産館みかど 電話 0858-72-3730 

【第 31回全国柿の種吹きとばし大会】 

   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、毎年 11月 23日に
開催されています。全国から多くの参加者が集まり、熱戦を繰
り広げます。 

■開催場所 農業者トレーニングセンター 
      （南部町天萬 526） 
■開催日  11月 23日（土・祝） 
■問合せ  南部町企画政策課 電話 0859-66-3113 

 
４ 倉吉絣 コースターづくり体験、草木染めハンカチづくり体験 

 倉吉の伝統工芸品「倉吉絣（くらよしがすり）」は、藍で染
めた糸によって複雑な模様を織り上げたものです。その製作工
程を、機織りコースターや草木染めハンカチの製作で体験でき
ます。 

■開催場所 伯耆しあわせの郷（倉吉市小田 458） 
■受入人数 機織りコースターづくり 
・体験料金 （人数）５～20名、（料金）1,000円/人 
      草木染めハンカチづくり  
      （人数）５～30名、（料金）800円/人 
      ※セット割引 1,500円/人 
■所要時間 １～２時間 ※人数による ※10日前までに予約要 
■問合せ  伯耆しあわせの郷 電話 0858-26-5581 

令和元年９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！＞ 
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