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１ 鳥取発！個性豊かなクラフトビールはいかが 
 
【大山Ｇビール】 
 

大山Ｇビールは、ブナの森が育んだ大山の伏流水で造られ
ています。 
創業当初から人気の「ヴァイツェン」は、口当たりがよく

苦味の少ないフルーティな香りが特徴です。 
■直営店 ビアホフガンバリウス（伯耆町丸山 1740-30） 

■時 間 11:00～22:00  ■席数 132席  
※宴会コースは要予約（１日前まで） 

■定休日 月曜日（祝日の場合は翌日） 
■問合せ 久米桜麦酒（株）、ビアホフガンバリウス 

電話 0859-39-8033 
 
【475（よなご）ＢＥＥＲ】 
 
クラウドファンディングで誕生した 475BEERは、米子産のお米「き

ぬむすめ」や、地元ロースターのコーヒー豆、米子の老舗「ながた茶
店」の紅茶などが使われています。 
淀江町産のレモンピールを取り入れた「ペールエール」は、香り高

く、苦みを抑えた、サッパリと飲みやすいビールです。 
瓶ビールは販売中ですが、休業中の「麦酒酒場 475 ビール」は

「475BEER MARKET（仮称）」として５～６月頃にリニューアルオープ
ンする予定です。 
■直営店 475BEER MARKET（米子市東倉吉町 142-2） 
（パブ） ■時 間 17:30～23:30（予定） ■席数 60席（予定） 

■定休日 未定 ■電話 0859-23-0475 ※予約可 
■問合せ JAP BREWERY（ジャップブルワリー）  

電話 0859-46-0475 
 
【ＡＫＡＲＩ ＢＲＥＷＩＮＧ（アカリ ブリューイング）】 
 

 町おこしの活動団体「あかり本願衆」で活動していたメンバーで起業。
県内の食材を利用して醸造しています。 
鳥取市気高町特産の「日光生姜」を使用した「ジンジャーブラウンエ

ール」は、生姜の香りとコクが加わった、すっきりと飲みやすいオスス
メの逸品です。 
 

■直営店 Beer Bonds AKARI（ビアボンズアカリ）（鳥取市栄町 759） 
     ■時 間 18:00～24:00 ■席数 60席 ※予約可 

■定休日 月曜日、火曜日 ■電話 0857-23-7000   
■問合せ （株）AKARI BREWING 電話 0857-35-0532 
 

 
【タルマーリー】 
 
タルマーリーで造られるビールは、全国でも珍しい、自家培養した野生酵母にこ

だわり、地元の天然水とオーガニックの材料を使っています。おすすめは、酸味の
ある一風変ったビール「ラディカルサワーエール」。隣接するカフェで、野生酵母
を使ったパンやピザと一緒に、ビールをお楽しみいただけます。 
 

■直営店 タルマーリー（智頭町大背 214-1） 
（カフェ）■時 間 平日 11:00～15:00 休日 11:00～16:00 

 ■席 数 40 席 ※予約可 ■定休日 火曜日、水曜日 
■問合せ タルマーリー 電話 0858-71-0106 
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【倉吉ビール】 
 
白壁土蔵群に隣接する場所に、倉吉ビールの醸造所が６月 21日（日）

にオープンします。倉吉産の大麦や水、地元産の材料で造ります。ま
た、併設するレストランは５月中旬にオープン予定です。 
■直営店 Brew lab Kurayoshi（ブリュー ラボ クラヨシ） 

（倉吉市東仲町 2587） 
     ■時 間 11:00～20:30 ■席数 20席 ※予約可 

■定休日 水曜日  
■問合せ 倉吉ビール（株） 電話 0858-27-1432 
 
２ ビールにあう鳥取のおつまみ 
 
【辛いけどおいしい 辛口ポチキウインナー】 

 
大山の麓で生まれた大山ハムでは、ドイツの伝統製造を受け継いだ本格

的なハムやソーセージが作られています。 
辛口ポチキウインナーは、一口食べれば、赤唐辛子の辛さとにんにくのう

ま味が口の中に広がる、大人気のおつまみです。 
 

■所在地 米子市夜見町 3018 
■問合せ 大山ハム（株） 電話 0859-24-7000 
     URL http://daisenham.sanin.jp/ 
■直売所 髙島屋直売所 電話 0859-34-7680 

（米子市角盤町 1-30（株）米子髙島屋内） 
   

【全て手づくり あらびきウインナー】 
 
自家農場で育てた豚を使った無添加で手づくりのあらびきウイン

ナーは、噛んだ瞬間のパリッとした歯ごたえと、ジュワッと出る肉汁
が特徴です。 
独自配合のエサで育てられた豚は臭みがなく、脂身の甘みのある

お肉は、ウインナーやハム・ベーコン製品に加工されています。手づ
くりハム工房の他、道の駅などで取り扱われています。 
 

■所在地 若桜町吉川 610-2 
■問合せ 手づくりハム工房 つくしんぼ 電話 0858-83-0565 
       
【やわからくてうま味のある 豚肉のスペアリブ】 
 

自然豊かな若桜町の自家農場で育てられ、「ナチュラルポーク」
と呼ばれる豚のスペアリブは、とろけるようなやわらかいお肉が特
徴で、塩・胡椒・はちみつで味付けされています。 
ナチュラルポークの「Booのミソ漬け（厚切りロース)」や「若桜

肉巻きおにぎり Booむす」なども人気商品です。店舗や道の駅若桜 
桜ん坊でお求めになれます。 
 
■所在地 若桜町吉川 14-1  
■問合せ こだわりポークの店オンリーBoo 電話 0858-83-0729 
 

 
【磯の香り漂う 板わかめ】 
 
「板わかめ」は、海から収穫したわかめを干し板に並べて乾燥した

もので、水に戻さず、そのまま食べたり、軽く炙って食べたりするヘ
ルシーなおつまみです。塩味があり、ごはんにかけて食べるのもおす
すめ。お土産としても人気があります。 
 
■所在地 大山町名和 737-2  
■問合せ 青木商店 電話 0859-54-3173 
     ※板わかめは、他にも取扱商店等があります。 
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３ 今も引き継がれる 伝統工芸、特産品 
 
【淀江傘（よどえがさ）】 
 
淀江傘の歴史は、文政４年に倉吉から淀江に来た倉吉屋

周蔵が傘屋を開いたのが始まりです。傘の材料となる良質
の竹や因州和紙が手に入りやすく、傘を干すための広い砂
浜があったことから、和傘の産地となり、大正時代には西
日本一円に出荷するまでに発展しました。 
その後、洋傘の普及により和傘の需要が激減し、昭和 59

年に製造業者はすべて廃業しましたが、和傘の製造を後世
に伝えようと「淀江傘伝承の会」が発足され、蛇の目の型
や特有の糸飾りが特徴の美しい淀江傘の伝統を守っていま
す。 
＜和傘伝承館＞ 
■所在地 米子市淀江町淀江 796 
■時 間 9:00～17:00 ■定休日 日曜日、月曜日、祝日 ■アクセス JR 淀江駅から徒歩 3分  
■問合せ 和傘伝承館 電話 0859-56-6176 URL https://www.city.yonago.lg.jp/12868.htm 
 
【伯州綿（はくしゅうめん）】 
 

弓ヶ浜半島で栽培される伯州綿は和綿の一種で、江戸時
代に栽培が始められたといわれています。かつては、一大
産地として全国に知られる特産品でしたが、明治 29年、綿
の関税が撤廃され、外国産の綿が流通するようになって衰
退しました。 
良質な綿・伯州綿の復活を目指し、境港市では、平成 20

年度から耕作放棄地を活用した栽培に取り組み、現在では
国内有数の和綿の産地となりました。伯州綿は、農薬や化
学肥料に依存しない栽培が特徴で、タオルや手ぬぐい、か
ばん等の商品が誕生しています。 
■問合せ 境港市役所産業部農政課 電話 0859-47-1049 

 
４ ボンネットバスツアー２０２０ 始まります！ 
  
浦富海岸や鳥取砂丘をレトロなボンネットバスで巡るバスツアーのコースや運行日が決まりまし

た。 
 
＜バス愛好家さんこだわりコース＞ 
 
■運行日 ５月 15日（金）10:30出発 17:10到着 
■行 程 鳥取駅→岩美駅→西脇海岸→東浜駅 

→陸上展望台→道の駅きなんせ岩美→岩美駅 
→岩戸海岸→鳥取砂丘→旧鳥取県立図書館 
→旧鳥取高等農林学校→鳥取駅→鳥取空港 

■料 金 3,000円（税込） 
※昼食はプラス 1,000円（予約要） 

■定 員 20名 ■申込締切 ５月１日（金） 
 
＜岩美の夏食べつくしコース＞ 
 
■運行日 ６月 12日（金）、７月 25日（土）10:00出発 16：45到着 
■行 程 鳥取駅→鳥取砂丘で朝食（らっきょうバーガー）→遊覧船乗船（イカ墨ソフト付き） 

→東浜散策→東浜野外施設（海鮮 BBQ:岩ガキ、サザエ、地元の野菜、やきそばなど） 
→道の駅きなんせ岩美（昼食）→トゥジュール（洋菓子店）→鳥取空港→鳥取駅 

■料 金 大人 7,000円（税込）、小学生以下 5,000円（税込） 
■定 員 20名 ■申込締切 ツアー日の２週間前 
 
■申込み・問合せ （株）日本交通旅行社鳥取営業所 電話 0857-26-3111 
     ※ボンネットバスで巡るツアーは、上記ツアーのほか、「アニメの世界へようこそコース」 

も設定されています。詳細はお問い合わせください。 
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５ 鳥取因幡路を巡る日帰りバスツアー（ジオコース）運行始まります！ 
 
山陰海岸国立公園の最もポピュラーで魅力のある景勝地「鳥取砂丘」や「浦富海岸」をはじめと

した鳥取の絶対外せないスポットを厳選しました。人気の観光スポットを巡る昼食、現地ガイド付
き日帰りバスツアーです。 
 

■コ ー ス JR鳥取駅南口→浦富海岸島めぐり遊覧船→砂丘会館（昼食：Ｇバスオリジナル海鮮膳）
→鳥取砂丘＆砂の美術館→かろいち＆わったいな＆かにっこ館→白兎海岸・白兎神社 

      →鳥取砂丘コナン空港→JR鳥取駅南口 
■運 行 日 ５月 10日（日）、５月 24日（日）、６月 14日（日）、６月 28日（日）、７月 12日（日）、

７月 26日（日）、８月９日（日）、８月 23日（日）、９月 13日（日）、９月 27日（日）、
10月 11日（日）、10月 25日（日）  ■出発時間 10:30出発（所要時間約７時間） 

■募集人数 40名（１運行） 最少催行人数５名（１運行） ■申込締切 出発日３日前の 17:00 
■料   金 大人（中学生以上）5,000円（税込）、こども（３歳から小学生）4,000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 
 
６ イベント情報 
 
【夏山開き情報】 
イベント名 開催期日 実施主催 問合せ 

那岐山登山ふれあい大会 ４月 29日（水・祝） （一社）智頭町観光協会 0858-76-1111 

わかさ氷ノ山夏山開き祭 
前日祭 ５月 30日（土） 
山頂祭 ５月 31日（日） 

わかさ氷ノ山自然ふれあ
いの里活性化協議会 

0858-82-2238 

大山夏山開き祭 
前夜祭 ６月６日（土） 
山頂祭 ６月７日（日） 

大山夏山開き祭実行委員
会 

0859-52-2502 
（大山町観光案内所） 

 

【夏祭り情報】 
イベント名 市町名 開催期日 実施主催 問合せ 

みなと祭 境港市 
７月 25日（土）、26日（日）
（予定） 

みなと祭企画実
施本部 

0859-47-3880 

倉吉打吹まつり 倉吉市 
８月１日（土）、２日（日） 
（予定） 

倉吉打吹まつり
実行委員会 

0858-22-8159 

鳥取しゃんしゃん祭 鳥取市 ８月 13日（木）～15日（土） 
鳥取しゃんしゃ
ん祭振興会 

0857-20-3210 

米子がいな祭 米子市 ８月 22日（土）、23日（日） 
米子がいな祭企
画実行本部 

0859-22-0018 

 

【もちがせ流しびな】 
 
もちがせの流しびなは、旧暦の３月３日に男女一対の紙びなを

乗せた「さん俵（さんだわら）」に、ひし餅や桃の小枝を添え「一
年間無病息災、幸せでありますように」と千代川（せんだいがわ）
に流す情緒豊かな民俗行事です。当日は、会場周辺の民家の玄関先
に雛人形が飾られ、町なかを散策できます。なお、JR 特急列車の
一部が用瀬駅に臨時停車します。 
■日 時 ３月 26日（木）10:00～  

※着飾った幼児のひな流しは 14:00～ 
■会 場 もちがせ流しびなの館周辺（鳥取市用瀬町別府） 
■問合せ もちがせ流しびなの館 電話 0858-87-3222 URL http://nagashibinanoyakata.jp/  
                                    令和２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/ 

とっとり観光ニュースは、今月号をもちまして休刊とさせていただくこととなりました。 

これまでご愛読いただき、ありがとうございました。 


