
観光施設・体験アクティビティ

【東部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

八頭郡＿東部 わかさ氷ノ山スキー場（リフト券） 八頭郡若桜町つく米630番110 0858-82-0880 ×

八頭郡＿東部 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町 つく米635-175 0858-82-1620 ×

八頭郡＿東部 宿坊光澤寺 八頭郡八頭町南398 0858-84-1650 〇

八頭郡＿東部 おばあちゃんち　雄太郎邸 八頭郡八頭町日下部750 080-5904-3488 〇

八頭郡＿東部 八東ふる里の森 鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野1572 0858-84-3799 ×

八頭郡＿東部 ヒュッテ白樺 鳥取県八頭郡若桜町つく米631-29 0858-82-0955 〇

八頭郡＿東部
わかさ氷ノ山インフォメーションセンター

（グラススキー〈リフト含む〉、電動マウンテンバイク体験）
八頭郡若狭町つく米630番地110 0858-82-1111 ×

鳥取市＿東部 鳥取砂丘セグウェイ　アドベンチャーツアー 鳥取市浜坂１３９０－２３９ 090-9415-3981 〇

鳥取市＿東部 わらべ館 鳥取市西町３丁目２０２番地 0857-22-7070 ×

鳥取市＿東部 鳥取砂丘パラグライダースクール（砂丘本舗） 鳥取市東今在家１２３－３１－１０３ 0857-24-6124 ×

鳥取市＿東部 湖山池遊覧船 鳥取市湖山町南３丁目６７９－２ 0857-73-1212 ×

鳥取市＿東部 チュウブ鳥取砂丘こどもの国 鳥取県鳥取市浜坂1157-1 0857-24-2811 ×

鳥取市＿東部 鹿野そば道場 鳥取市鹿野町鹿野2448-9 0857-84-3888 ×

鳥取市＿東部 鳥取砂丘フルーツパーク 鳥取市賀露町4112 0857-28-3870 〇

鳥取市＿東部 水谷いちご園（シーズン 12月～6月） 鳥取市里仁13-2 090-8049-8184 〇

鳥取市＿東部 国指定重要文化財仁風閣 鳥取市東町2丁目121 0857-26-3595 ×

鳥取市＿東部 鳥取市因幡万葉歴史館 鳥取市国府町町屋726 0857-26-1780 ×

鳥取市＿東部 鳥取市青谷上寺地遺跡展示館 鳥取市青谷町青谷4064 0857-85-0841 ×

鳥取市＿東部 鳥取市あおや和紙工房 鳥取市青谷町山根313 0857-86-6060 ×

鳥取市＿東部 鳥取市さじアストロパーク 鳥取市佐治町高山1071-1 0858-89-1011 ×

鳥取市＿東部 鳥取カントリー俱楽部　吉岡温泉コース 鳥取市洞谷856-1 0857-54-0211 ×

鳥取市＿東部 Develop SURF＆SEA 鳥取市湖山町東3丁目51-1 0857-31-4885 〇

鳥取市＿東部 ふぁんふぁんふぁーむ 鳥取市馬場134-1 0857-53-4001 〇

鳥取市＿東部 鳥取市歴史博物館やまびこ館 鳥取市上町88 0857-23-2140 ×

鳥取市＿東部 鳥取BLUE 鳥取市吉成51-2 080-3871-0901 〇

鳥取市＿東部 苺工房たけうち 鳥取市六反田197-1　 090-2000-2821 ×

鳥取市＿東部 鳥取遊漁船　第八達丸 鳥取県鳥取市美萩野2丁目408-8 090-4893-9773 〇

鳥取市＿東部 遊漁船　オルカナ 鳥取県鳥取市生山150 0857-51-8330 〇

鳥取市＿東部 COCO　BLUE　SURF 鳥取県鳥取市小沢見574番地 080-1184-7812 〇

鳥取市＿東部 玄忠寺 鳥取県鳥取市新品治町176 0857-22-5294 〇

鳥取市＿東部 一般社団法人　五しの里さじ地域協議会 鳥取県鳥取市佐治町加茂1547 0858-89-1780 ×

鳥取市＿東部 駅レンタカー鳥取営業所 鳥取県鳥取市東品治町111-1 0857-24-2250 ×

鳥取市＿東部 鳥取砂丘　砂の美術館 鳥取市福部町湯山2083-17 0857-20-2231 ×

鳥取市＿東部 鳥取指輪工房prod by NONBODY 鳥取県鳥取市幸町22第一マルニハイツ1F 0857-30-0337 〇

岩美郡＿東部 浦富海岸島めぐり遊覧船 鳥取県岩美郡岩美町大字大谷２１８２番地１２ 0857-73-1212 〇

岩美郡＿東部 ブルーライン田後 岩美郡岩美町田後37-1 0857-72-8520 ×



【中部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

東伯郡＿中部 三朝バイオリン美術館 東伯郡三朝町三朝199ー1 0858-43-3111 〇

東伯郡＿中部 北条オートキャンプ場 東伯郡北栄町田井488-1 0858-36-4568 〇

東伯郡＿中部
三朝町民泊・サーフィン体験longerstyle19

（ロンガースタイルワンナイン）
東伯郡三朝町吉田318 090-2295-8524 〇

東伯郡＿中部 青山剛昌ふるさと館 東伯郡北栄町由良宿1414 0858-37-5389 ×

東伯郡＿中部 射的・スマートボール 三朝温泉　泉娯楽場 鳥取県東伯郡三朝町三朝912-2 090-8716-0786 〇

東伯郡＿中部 中国庭園燕趙園 鳥取県東伯郡湯梨浜町引地565-1 0858-32-2180 〇

東伯郡＿中部 ふるさと健康むら（陶芸体験） 鳥取県東伯郡三朝町横手15－1 0858-43-1116 ×

東伯郡＿中部 小林農園 東伯郡湯梨浜町原869 090-4147-6199 ×

東伯郡＿中部 三徳山三佛寺奥院（投入堂） 東伯郡三朝町三徳1010 0858-43-2666 ×

倉吉市＿中部 JR倉吉駅内観光案内所 鳥取県倉吉市上井195-12　JR倉吉駅ビル1階 0858-24-5370 〇

倉吉市＿中部 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 鳥取県倉吉市鍛冶町1-2971-2 0858-27-1200 〇

倉吉市＿中部 まととや 倉吉市東仲町2577 090-1658-2821 〇

倉吉市＿中部 Voyage 倉吉市魚町2542 0858-27-2542 〇

倉吉市＿中部 上神焼窯元 鳥取県倉吉市不入岡395 090-4659-6116 〇

倉吉市＿中部 ACTIVIT 鳥取県倉吉市山根557-1　 0858-27-0760 〇

倉吉市＿中部 鳥取二十世紀梨記念館　なしっこ館 鳥取県倉吉市駄経寺町198-4 0858-23-1174 〇

倉吉市＿中部 倉吉白壁土蔵群観光案内所 倉吉市魚町2568-1 0858-22-1200 ×

倉吉市＿中部 はこた人形工房 倉吉市魚町2529 090-1185-9732 ×



【西部】 エリア 店舗 住所 電話番号
スマホを

お持ちでない方の対応

米子市＿西部 米子市観光センター 米子市皆生温泉３－１－１ 0859-34-2888 ×

米子市＿西部 大山トム・ソーヤ牧場 米子市岡成６２２－２ 0859-27-4707 〇

米子市＿西部 米子市国際観光案内所 鳥取県米子市東町161-2　市役所第2庁舎3階 0859-22-6317 〇

米子市＿西部 米子まちなか観光案内所 米子市灘町1丁目19 0859-21-3007 ×

米子市＿西部 ゲストハウス『きら家』 米子市朝日町30ー9 080-3058-2828 〇

米子市＿西部 淀江の宿　今津田中家 鳥取県米子市淀江町今津50-1 0859-30-3889 〇

米子市＿西部 クリアメイトⅢ（釣り船） 鳥取県米子市皆生温泉1-14-23 090-3177-4530 ×

米子市＿西部 長田茶店岩倉町本店 鳥取県米子市岩倉町76 0859-22-7602 ×

米子市＿西部 いちご狩り観光農園　中海フルーツパーク 鳥取県米子市彦名新田664 0859-30-4138 〇

米子市＿西部 らんぷSOUQ Kanz 鳥取県米子市旗ヶ崎2-10-21 090-7371-6654 〇

米子市＿西部 白鳳の里 鳥取県米子市淀江町福岡1548-1 0859-56-6801 ×

米子市＿西部 駅レンタカー米子営業所 鳥取県米子市弥生町2 0859-34-1140 ×

米子市＿西部 体験農園　アグリフッド皆生 鳥取県米子市皆生2丁目2-4 0859-30-4138 〇

米子市＿西部 株式会社　稲田本店 鳥取県米子市夜見町325-16 0859-29-1108 〇

米子市＿西部 Hidden West 鳥取県米子市淀江町今津398-37 090-4142-0145 〇

日野郡＿西部 休暇村　奥大山 鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-１ 0859-75-2300 〇

西伯郡＿西部 森の国 西伯郡大山町赤松６３４ 0859-53-8036 ×

西伯郡＿西部 だいせんホワイトリゾート 鳥取県西伯郡大山町大山96 0859-52-2315 ×

西伯郡＿西部 大山乗馬センター 西伯郡大山町赤松2459－130 0859-53-8211 〇

西伯郡＿西部 大山アークカントリークラブ 鳥取県西伯郡伯耆町三部771-1 0859-63-0555 ×

西伯郡＿西部 大山ますみず高原天空リフト 西伯郡伯耆町大内桝水高原1069-50 0859-52-2228 ×

西伯郡＿西部 大山ゴルフクラブ 西伯郡伯耆町小林6 0859-52-2021 ×

西伯郡＿西部 大山観光局　ツアーデスク 西伯郡大山町大山45-5 0859-48-6123 〇

西伯郡＿西部 持田農園ショートゴルフ 西伯郡大山町赤松572-304 0859-53-8673 ×

西伯郡＿西部 ステンドグラス体験工房Glassmate 西伯郡伯耆町小林123-40 0859-68-3988 〇

西伯郡＿西部 ペンションわくわく村 鳥取県西伯郡大山町赤松313-11 0859-53-8600 〇

西伯郡＿西部 とやま旅館 鳥取県西伯郡大山町大山18 0859-52-2431 〇

西伯郡＿西部 TORINISM～最高の田舎体験～ 鳥取県西伯郡大山町田中347-2 080-4297-2415 ×

西伯郡＿西部 FBI　DAISEN 鳥取県西伯郡伯耆町小林706 0859-57-3428 〇

西伯郡＿西部 SFIDA-DAISEN A.C. 鳥取県西伯郡大山町石井垣183 090-1800-2537 〇

境港市＿西部 夢みなとタワー 鳥取県境港市竹内団地255-3 0859-47-3800 ×

境港市＿西部 あとりえgtp　水木しげるロード店 鳥取県境港市松ヶ枝町3番地 0859-21-1723 ×

境港市＿西部 妖怪工房 境港市松ヶ枝町25 0859-44-5474 〇

境港市＿西部 水木しげる文庫 境港市松ヶ枝町39 0859-21-1130 〇

境港市＿西部 千代むすび酒造株式会社岡空本店 鳥取県境港市大正町１３１ 0859-42-3191 〇

境港市＿西部 境港市観光案内所 鳥取県境港市竹内団地255-3 0859-47-0121 ×

境港市＿西部 鬼太郎妖怪倉庫ー第三章ー 鳥取県境港市大正町215番地　みなとさかい交流館2階 0859-44-7100 〇

境港市＿西部 Destiny Inn SAKAIMINATO（レンタル用品） 鳥取県境港市栄町68-2 0859-57-4205 〇


