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「とっとりふるさんど大使」に任命しました
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ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズに登場するポ
ケモン。からからに乾いた皮膚はとても硬い。乾いた砂地
を好み、いざというとき砂を使って身を守る。身体を丸め
てボールのようになり、転がりながら砂漠を移動する。

サンド
ねずみポケモン たかさ0.6m おもさ12.0kg

アローラ地方の独自の自然環境に適応したサンド。砂漠の
近くの火山が噴火して雪山にすみかを変えた。雪山の環境
に合わせて姿が変化した。氷の甲羅は鋼並みに硬いが、硬す
ぎて体を丸められない。アローラ地方には、氷の上でサンド
を滑らせ、進んだ長さを競う祭りがある。

サンド（アローラのすがた）
ねずみポケモン たかさ0.7m おもさ40.0kg

キャンペーンお問合せ先
鳥取県元気づくり総本部広報課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 TEL（0857）26-7097

周囲の環境や周りの人への配慮を忘れず、マナーを守って安全にお楽しみください。

乾いた砂地を好むポケモン・サンドと氷の甲羅を持つサンド

（アローラのすがた）が、日本有数の観光砂丘、鳥取砂丘に

やってきました。せっかくですので、鳥取県はサンドを、「とっと

りふるさんど大使」（とっとりふるさと大使）に任命しました。任

命を記念して、「サンドおいでフェスin鳥取」を開催します。

期間中、サンドが鳥取県内のあちこちに出没します。

サンドを探してあちこち、二度サンドと、鳥取県内をめぐって

みてください。

2018年12月６日(木)～2019年1月14日(月・祝)
https://www.tottori-guide.jp/pokemoncp/sandoidefes/
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サンドといっしょに鳥取県を巡る　サンドといっしょに鳥取県を巡る　
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※リーフレットは、県内各施設・観光案内所で配布しています。
※応募に際していただいたお客様の情報は主催者が管理し、その他の使用や第三者への開示はいたしません。
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

【応募方法】
　配布のキャンペーンリーフレットにスタンプを押印の上で裏面の必要事項を記載いただき、本
ページを切り取って切手を貼り付けの上、投函してください。

　[必要事項] ①郵便番号　②住所　③氏名　④電話番号　
　[郵送先] 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220　鳥取県広報課　スタンプラリー係　あて
【応募期間】

2018年12月６日(木)～2019年1月14日(月・祝)　当日消印有効

※A賞が抽選で外れた場合、B賞もあわせて応募したものとして抽選します。

［スタンプ５個でA賞に、２個でB賞に応募できます］［スタンプ５個でA賞に、２個でB賞に応募できます］

サンド×鳥取県スタンプラリーサンド×鳥取県スタンプラリー

A賞
スタンプ
５個
で応募

２名様
サンドの
砂像
フィギュア

B賞
スタンプ
2個
で応募

50名様

三度送れる
サンドのレターセット

鳥取県内の観光地などを巡り、サンドのスタンプを集めご
応募いただくと、素敵な特製サンドグッズ（非売品）を抽選
でプレゼント！
※対象スポットはこのリーフレットの地図や、特設サイトをご確認ください。
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応募締切　2019年1月14日（当日消印有効）

※個人情報につきましては、鳥取県広報課が責任を持って管理いたします。

お名前

ご住所 〒

電話

Post Card

６２円分の
切手を貼り
付けて
投函して
ください

6 8 0 8 5 7 0



12 JR倉吉駅内観光案内所
［住］倉吉市上井195-12 JR倉吉駅ビル1階
［電］0858-24-5370［営］9:00～17:00 ［休］1月1日

13 倉吉白壁土蔵群観光案内所
［住］倉吉市魚町2568-1 ［電］0858-22-1200
［営］8:30～17:00(年末年始は短時間営業) ［休］無休

14 鳥取二十世紀梨記念館
［住］倉吉市駄経寺町198-4 倉吉パークスクエア内
［電］0858-23-1174 ［営］9:00～17:00
［休］第1・3・5月曜日(祝日の場合は翌日) 12/29～1/3

15 はわい温泉・東郷温泉観光案内所
［住］東伯郡湯梨浜町はわい温泉5-22 ［電］0858-35-4052
［営］8:30～17:30 ［休］1月1日

16 中国庭園燕趙園
［住］東伯郡湯梨浜町引地565-1 ［電］0858-32-2180
［営］9:00～17:00 ［休］1月22日

17 三朝温泉ほっとプラ座
［住］東伯郡三朝町三朝973-1 ［電］0858-43-0431
［営］8:30～17:30 ［休］無休

18 北栄町観光案内所
［住］東伯郡北栄町由良宿573-1(JR由良駅横)
［電］0858-37-5874［営］9:00～17:15
［休］12/30～1/2

倉吉市

倉吉市

倉吉市

湯梨浜町

湯梨浜町

三朝町

北栄町 琴浦町

❼ 伯耆町観光案内所
［住］西伯郡伯耆町丸山1800-26(大山ガーデンプレイス内)
［電］0859-68-5001 ［営］9:00～17:00
［休］水曜日(祝日の場合は翌日)

❽ うなばら荘
［住］西伯郡日吉津村今吉218 ［電］0859-27-2018
［営］9:00～21:00 ［休］無休

❾ 大山町観光案内所
［住］西伯郡大山町大山45-5 ［電］0859-52-2502
［営］8:30～17:00 ［休］無休

10 道の駅にちなん日野川の郷
［住］日野郡日南町生山386 ［電］0859-82-1707
［営］8:30～18:00
［休］無休(天候などにより休業の場合あり) 

11 奥大山観光案内所
   （道の駅奥大山内）
［住］日野郡江府町佐川908-3 ［電］0859-75-6007
［営］9:00～17:00 ［休］年末年始

伯耆町

日吉津村

大山町

日南町

江府町

❶ 米子市国際観光案内所
［住］米子市弥生町2(JR米子駅構内) ［電］0859-22-6317
［営］9:00～18:00 ［休］無休

❷ 米子市観光センター
［住］米子市皆生温泉3-1-1 ［電］0859-35-0175
［営］9:00～18:00 ［休］無休

❸ 境港市観光案内所
［住］境港市大正町215みなとさかい交流館1F 
［電］0859-47-0121 ［営］9:00～17:00  ［休］無休

❹ 夢みなとタワー
［住］境港市竹内団地255-3 ［電］0859-47-3800
［営］9:00～17:00(受付終了は16:30まで)
［休］第2水曜日(祝日の場合は翌日)

❺ 緑水園
［住］西伯郡南部町下中谷606 ［電］0859-66-5111
［営］9:00～18:00 ［休］第1・第3火曜日、年末年始

❻ とっとり花回廊
［住］西伯郡南部町鶴田110 ［電］0859-48-3030
［営］13:00～21:00(最終入園20:30)
［休］火曜日(12/11、12/25、1/1は開園)

米子市

米子市

境港市

境港市

南部町

南部町

西部エリア

20 まちパル鳥取
［住］鳥取市末広温泉町160（日交本通りビル1階）
［電］0857-36-3767 ［営］9:00～19:00（1/2は
１１：００～１５：００、1/3は9:00～17:00） ［休］１２/３１、１/１

21 鳥取市観光案内所
［住］鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内)
［電］0857-22-3318 ［営］8:30～17:00（１２/３１、１/１
は9:00～17:00） ［休］無休

22 とっとり賀露かにっこ館
［住］鳥取市賀露町西3丁目27-2 ［電］0857-38-9669
［営］9:00～17:00（最終入館時間16:45)
［休］火曜日（12/25、1/1、1/8は営業）

23 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり
［住］鳥取市福部町湯山2083-17 ［電］0857-20-2231
［営］9:00～18:00 ［休］無休

24 砂丘周辺の土産物店
      （砂丘会館・砂丘フレンド・砂丘センター）

25 鳥取砂丘こどもの国
［住］鳥取市浜坂1157-1 ［電］0857-24-2811
［営］9:00～17:00(入園は16:30まで)
［休］第2水曜日(祝日の場合は翌日) 12/29～1/1

26 鳥取童謡・おもちゃ館 わらべ館
［住］鳥取市西町3丁目202 ［電］0857-22-7070
［営］9:00～17:00(入館は16:30まで)
［休］第3水曜日(祝日の場合は翌日) 12/29～1/1

27 岩美町観光協会
［住］岩美郡岩美町浦富783-8 ［電］0857-72-3481
［営］9:00～18:00 ［休］12/30～1/4

28 八頭町観光協会
　（郡家駅コミュニティ施設ぷらっとぴあ・やず）
［住］八頭郡八頭町郡家648-6 ［電］0858-72-6007
［営］8:30～19:00 ［休］12/31～1/2

29 若桜町観光案内所
［住］八頭郡若桜町若桜356-1 ［電］0858-82-5500
［営］9:30～17:15 ［休］12/31～1/3

30 智頭町総合案内所
［住］八頭郡智頭町智頭2067-1 ［電］0858-76-1111
［営］9:00～18:00 ［休］水曜日、年末年始

31 氷ノ山自然ふれあい館 響の森
［住］八頭郡若桜町つくよね ［電］0858-82-1620
［営］9：00～17：00 ［休］月～水曜日、12/29～1/3
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19道の駅琴の浦 道路、観光情報棟
［住］東伯郡琴浦町別所1030-1
［電］ 0858-55-7811（琴浦町観光協会）
［営］9:00～17:15 ※スタンプは24時間押印可能 ［休］無休
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鳥取県内限定鳥取県内限定

期間限定！ すなば珈琲が
「さんど珈琲」に改名します！
期間限定！ すなば珈琲が
「さんど珈琲」に改名します！

【対象店舗】レイガーデン・砂丘会館・らくだや・スカット・
　　　　　砂丘フレンド・砂丘センター
     　　　　　　　　　　　　　※ステッカーがなくなり次第終了します。

期間限定　すなば珈琲 がさんど珈琲に改名します！
スペシャルメニューや限定グッズも！
http://www.sunaba.coffee/

※コラボグッズの詳細や取扱い店舗の情報については
　特設サイト（https://www.tottori-guide.jp/pokemoncp/sandoidefes/）でご確認ください。

期間中、砂丘周辺の土産物店で１０００円以上（税込）
お買い上げの方にサンドのステッカーをプレゼント
期間中、砂丘周辺の土産物店で１０００円以上（税込）
お買い上げの方にサンドのステッカーをプレゼント

鳥取サンドカレー

サンド フォトスタンド

鳥取サンドらっきょう

とっとりサンドせんべい

砂(サンド)の丘

サンドのメモ帳
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　鳥取県内の情景を収めた写真、ま

たは『ポケモン GO』のARカメラで撮

影した写真に、その情景を表現した

俳句とともに #sandoidetottoriの

ハッシュタグをつけ、Twitter又は

Instagramで投稿してください。

　入賞者には、特製のサンドグッズ

等の賞品をプレゼント！

鳥取県にサンドおいで！鳥取県にサンドおいで！

サンドパルとっとり
鳥取市福部町湯山２０８３－１７

※詳しくは特設サイト（https://www.tottori-guide.jp/pokemoncp/sandoidefes/）
　をご覧ください。

※写真はイメージです

※天候等の状況により、展示が中止となることが
　ありますのでご了承ください。

展示場所

応募期限

2019年1月14日(月・祝)
23:59まで　※日本時間

サンドの砂像を展示中サンドの砂像を展示中

鳥取県知事賞（２名） 入選（2０名）
三度送れる
サンドのレター
セットと商品券３千円分

砂で作られたサンド（ほぼ実物大）
をぜひ見に来てください。

アローラサンド
砂像フィギュアと
商品券１万円分



東部エリアのおすすめ観光地案内東部エリアのおすすめ観光地案内

［住］鳥取市福部町湯山2083-17
［問］0857-20-2231

鳥取砂丘にある世界で唯一「砂」を素材にした彫刻
作品を展示した屋内施設の美術館です。その年ご
とでテーマが変わり、今季は北欧をテーマとした展
示がされています。

砂の美術館

［住］鳥取市賀露町西3丁目27-1
［問］0857-38-8866

鳥取・賀露港から揚がったばかりのとれたての海産
物を取り揃え、農産物の直売所やお土産処もある、
鳥取市の台所です。

鳥取港海鮮市場 かろいち

［住］岩美郡岩美町浦富
［問］0857-72-3481(岩美町観光協会)

浦富海岸は日本海の荒波によって形作られた壮大
な海食地形で、菜種五島・千貫松島・鴨ヶ磯・竜神洞
など、様々な変化を見せる景観は訪れる人々の目
を魅了してやみません。

浦富海岸

［住］八頭郡若桜町つくよね
［問］0858-82-0512(樹氷スノーピア)

斜面変化に富んだゲレンデは、初級者から上級者
まで、スキー、スノーボードともに楽しめるスキー
場です。

わかさ氷ノ山スキー場

［住］八頭郡智頭町智頭396
［問］0858-75-3500

大正8年から昭和4年にかけて造営された、旧家石
谷家の豪壮な邸宅は、近代和風建築の傑作として
国重要文化財に指定されています。

国指定重要文化財 石谷家住宅

鳥取砂丘ビジターセンターは、５つのゾーンを中心に、鳥取砂丘の魅力を伝える
様々な展示で、来館者に新たな砂丘を発見してもらう施設です。
砂丘を訪れた方々にもっと感動を、より深い満足感を。新しい砂丘の歩き方はここから始まります。

砂丘の「四季」をテーマにした映像ミニシアター「すなく
ら」。壁と床面が一体となったマルチ映像と、風や光の
動きを感じられる作りで、四季折々の砂丘の美しさや不
思議さを臨場感豊かに伝えます。

鳥取砂丘の美しい景観が形
づくられた成り立ちを展示。
実物の砂や体験スペースも
併設し、砂の特性や文様の
仕組みなどの地学的情報を
ご紹介します。

生き物のゾーンでは、砂丘の
環境に順応しながら生育す
る植物や生息する動物がい
ること、そしてその生態情報を
詳しくご紹介します。

過去から現在まで、砂丘環境
を利用し、その周囲で暮らし
てきた人々は多くいました。そ
うした砂丘と人の営みに関す
る歴史情報をご紹介します。

山陰海岸ジオパークや周辺
エリアの紹介、図書情報コー
ナーなど、より砂丘に対する
理解と興味を深めてもらゾー
ンです。

その他、インフォメーションや屋内休憩スペース、体験学習室なども併設。鳥取砂丘の魅力をあますところなくお伝えいたします。
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［住］東伯郡琴浦町赤碕(菊港東堤)
［問］0858-55-7801(琴浦町役場商工観光課)

琴浦町菊港に立つ、世界的に有名な彫刻家流政之
氏の彫刻です。荒波の日本海を向かい立つ、高さ
4.33ｍの三体の石像は、昔の「旅姿」を象徴し、見
る人それぞれに深い想いをいだかせます。

波しぐれ三度笠

［住］倉吉市駄経寺町198-4 倉吉パークスクエア内
［問］0858-23-1174

日本で唯一の梨をテーマとした博物館です。ナシ
に関する歴史や産業の情報をご紹介することはも
ちろん、発見と体験に満ちた展示や企画を行って
います。

鳥取二十世紀梨記念館

［住］倉吉市新町１丁目、東仲町、魚町、研屋町周辺
［問］0858-22-1200(倉吉白壁土蔵群観光案内所)

かつて括り酒屋や醤油屋として使用されていた白
壁の土蔵や建物を改装したお店が並び、レトロな
空間を楽しめます。

倉吉白壁土蔵群

［住］東伯郡三朝町三徳1010
［問］0858-43-2666

標高900mの三徳山に境内を持つ山岳寺院三佛
寺の奥院である投入堂は、垂直に切り立った絶壁
の窪みに建てられた他に類を見ない建築物で、国
宝に指定されています。

三徳山三佛寺投入堂

［住］東伯郡三朝町三朝周辺
［問］0858-43-0431(三朝温泉旅館協同組合)

三朝温泉のラジウムは世界有数のラドンの含有量
を誇ります。三朝橋から見下ろす河原には「河原露
天風呂」があり、せせらぎを聞きながら入浴するこ
とができます。

三朝温泉

［住］東伯郡湯梨浜町引地565-1 
［問］0858-32-2180

中国で設計、材料輸入し、中国の歴代皇帝が好ん
だ皇家園林方式を再現した、鳥取県と中国河北省
の友好のシンボルとして建設された、国内最大級
の中国庭園です。

中国庭園 燕趙園

［住］境港市末広町周辺
［問］0859-47-0121(境港市観光案内所)

ＪＲ境港駅から約８００ｍの通りに１７７体の妖怪ブロ
ンズ像が立ち並びます。２０１８年７月にリニューアル
し、より楽しく、より快適に、そして怪しく生まれ変わ
りました。また、日没からのライトアップは必見です。

水木しげるロード

［住］米子市皆生温泉
［問］0859-34-2888(皆生温泉旅館組合)

弓ヶ浜半島の東端に位置し、日本海・美保湾に面し
た白砂青松の美しい海岸線と中国地方最高峰の大
山を眺めることができる温泉地です。

皆生温泉

［住］西伯郡南部町鶴田110
［問］0859-48-3030

天候や季節に左右されずにいつでも花を楽しむこ
とが出来る、日本最大級のフラワーパークです。冬
季はイルミネーションに彩られ、夜には花と光の幻
想的な共演を楽しめます。

とっとり花回廊

［住］西伯郡伯耆町須村353-3
［問］0859-39-8000

日本国内だけでなく世界的にも著名な写真家 植田正
治氏の作品を展示した美術館。建物は著名な建築家 
高松伸による設計で、館内からから望む大山は、水面
に逆さに映し出される「逆さ大山」を再現しています。

植田正治写真美術館

［住］日野郡日野町金持74
［問］0859-72-0481(金持神社札所(売店))

全国にひとつしかない縁起のよい名前の神社。
金運祈願に全国から多くの参拝者が集まりま
す。

金持神社

［住］西伯郡大山町大山
［問］0859-52-2315(だいせんホワイトリゾート)

豪円山・中の原・上の原・大山国際スキー場と4つ
の大きなゲレンデを持つ西日本一の規模の大山ス
キー場。スキー場から見えるパノラマの日本海が
望める絶景スキー場です。

大山スキー場
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