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鳥取港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

二十世紀梨  
  

初秋の味覚の王者「二十世紀梨」は青梨で、そのみずみずしさと甘酸っぱさが絶妙な味わいです。熟れてくると少し黄みが

かり甘さも増します。 

鳥取県内の観光農園では、旬を迎える 8月下旬から 9月下旬頃に、梨狩りを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県内 

アクセス  

季節 8月下旬から 9月下旬頃 

関連リンク 
鳥取県観光連盟 
http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/795 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

海鮮丼  
  

地元で獲れる四季折々の旬な食材を使い、春は「猛者（もさ）エビ」、夏は「岩ガキや白イカ」、秋は「鯵や白ハタ」、冬は

「子持ちガニ」など、贅沢にかつ豪快に盛った「海鮮丼」。鳥取でしか食べることができない新鮮な食材が存分に活かされ、

見た目も味も大満足です。 

  
 

 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10分(4km) 

個人:港より車で 10分(4km) 

季節 通年 

関連リンク 

鳥取・賀露港の鮮魚市場「かろいち」 
http://karoichi.jp/ 
鳥取市観光コンベンション協会 
http://www.torican.jp/ 

お問合せ【鳥取市観光案内所】 

電話番号:0857-22-3318  l メールアドレス:tottoriinfo@torican.jp  

ホームページ:http://www.torican.jp/ 

 

牛骨ラーメン  
  

約半世紀の歴史を持ち、鳥取県中部地域では当たり前に食べられていたラーメンは、どこか懐かしさを感じさせます。丁寧

に煮込まれた牛独特の香ばしい香りのスープは、ほんのり甘く飲み干してしまうほどです。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県中部地域 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
鳥取中部牛骨ラーメンデータベース 
http://www.nashinohana.com/gyuod/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/795
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://karoichi.jp/
http://www.torican.jp/
mailto:tottoriinfo@torican.jp
http://www.torican.jp/
http://www.nashinohana.com/gyuod/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://www.google.co.jp/maps/@35.5348539,134.1793728,17z
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鳥取港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

マリンピア賀露  
  

鳥取市賀露西浜地区、賀露港を中心とした直売所やレストラン、資料館、旅館などが広がるこの一帯は鳥取県の魅力を発信

する観光スポットとして「マリンピア賀露」という愛称で親しまれています。海鮮市場「かろいち」やカニの展示館「かに

っこ館」などがあります。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県鳥取市賀露町周辺  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10分(4km) 

個人:港より車で 10分(4km) 

季節 通年 

関連リンク 
鳥取県観光案内 
http://www2.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/864 

お問合せ【鳥取市観光案内所】 

電話番号:0857-22-3318 l メールアドレス:tottoriinfo@torican.jp 

ホームページ:http://www.torican.jp/ 

 

鳥取砂丘  
  

東西 16ｋｍ、南北 2ｋｍの日本一の大砂丘。中国山地から流れ出た千代川と風が運ぶ砂を十万年の歳月の中で積み上げた「砂

の丘」は、言葉を失うほどの雄大さ。素足で駆け出し、寝転んでみたり、童心に返る楽しさを秘めています。また、ラクダ

乗り、サンドボード、パラグライダー体験なども楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒689-0105鳥取県鳥取市福部町湯山  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(8km) 

個人:港より車で 20分(8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 
鳥取県観光案内 
http://www2.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/6 

お問合せ【鳥取市観光案内所】 

電話番号:0857-22-3318 l メールアドレス:tottoriinfo@torican.jp 

ホームページ:http://www.torican.jp/ 

 

三朝温泉  
  

三朝温泉のラジウムは世界有数のラドン含有量を誇り、世界的にもトップクラスです。各旅館の内湯には趣向を凝らした個

性的なものが多く、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。

近くには三徳山三佛寺投入堂があり、山深く緑豊かな温泉郷です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒682-0123鳥取県東伯郡三朝町三朝  

アクセス ツアー:係留バースより車で 80分(46ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
いい旅、湯めぐり三朝観光ガイド -三朝温泉観光協会- 
http://www.misasa-navi.jp/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

http://www2.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/864
mailto:tottoriinfo@torican.jp
http://www.torican.jp/
http://www2.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/6
mailto:tottoriinfo@torican.jp
http://www.torican.jp/
http://www.misasa-navi.jp/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://www.google.co.jp/maps/@35.5348409,134.1793663,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.5441074,134.2365833,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.4103277,133.8938087,17z
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鳥取港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

山陰海岸ジオパーク  
  

地球科学的に見て重要な自然の遺産を含む自然公園「ジオパーク」。「山陰海岸ジオパーク」は山陰海岸国立公園を中心に、

日本海形成から現在に至る多様な地質や地形が存在し、それらを自然背景とした文化・歴史を体験・学習できる地域です。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県鳥取市周辺  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(8km) 

個人:港より車で 20分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 

鳥取県観光案内 
http://www.tottori-guide.jp/theme/geopark/ 
鳥取市の山陰海岸ジオパーク情報 
http://www.city.tottori.lg.jp/geopark/ 

お問合せ【鳥取市観光案内所】 

電話番号:0857-22-3318 l メールアドレス:tottoriinfo@torican.jp 

ホームページ:http://www.torican.jp/ 

 

三徳山三佛寺投入堂  
  

三徳山三佛寺は標高 900メートルの三徳山に境内を持つ山岳寺院です。その奥院である投入堂は垂直に切り立った絶壁の窪

みに建てられた建築物で国宝に指定されています。詳しい建造時期ははっきりとしていませんが、修験道の開祖 役小角が

法力で建物ごと平地から投げいれたという伝承が語り継がれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒682-0132鳥取県東伯郡三朝町三徳 1010  

アクセス ツアー:係留バースより車で 90分(53ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
いい旅、湯めぐり三朝観光ガイド -三朝温泉観光協会- 
http://www.misasa-navi.jp/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

 

砂の美術館  
  

世界トップレベルの砂像（「砂」を素材にした彫刻作品）を、毎回テーマを変えて展示する世界初の屋内型の砂像展示専門

の美術館。砂の彫刻体験もでき、お子さんはもちろん、大人も楽しめます。ただし、砂像制作期間中は休館となります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒689-0105鳥取県鳥取市福部町湯山 2083-17  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(8km) 

個人:港より車で 20分(8km) 

季節 4月下旬から翌年 1月上旬 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
砂の美術館 
http://www.sand-museum.jp/ 

お問合せ【鳥取砂丘 砂の美術館】 

電話番号:0857-20-2231 

ホームページ:http://www.sand-museum.jp/ 

http://www.tottori-guide.jp/theme/geopark/
http://www.city.tottori.lg.jp/geopark/
mailto:tottoriinfo@torican.jp
http://www.torican.jp/
http://www.misasa-navi.jp/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://www.sand-museum.jp/
http://www.sand-museum.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.628508,134.446064,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.3965011,133.9594311,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.5397513,134.2380591,17z
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鳥取港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

鳥取しゃんしゃん祭  
  

鳥取しゃんしゃん祭の「しゃんしゃん」とは、市街地の温泉で「湯がしゃんしゃん沸く」と「鈴の音がしゃんしゃん鳴る」

という意味で名付けられました。4000人を超える市民が金銀の短冊と 30個の鈴をつけた「しゃんしゃん傘」を手に華麗に

舞う一斉踊りは圧巻です。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県鳥取市内 

アクセス 個人:港より車で 20分(6km) 

季節 8月中旬 

関連リンク 
鳥取しゃんしゃん祭オフィシャルサイト 
http://tottori-shanshan.jp/ 

お問合せ【鳥取しゃんしゃん祭振興会】 

電話番号:0857-20-3210 

ホームページ:http://tottori-shanshan.jp/ 

 

倉吉白壁土蔵群  
  

倉吉市に位置する白壁土蔵群は江戸、明治期に建てられた建物が多く、国重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

かつて、造り酒屋や醤油屋として使用されていた白壁の土蔵などが、物産館、喫茶店、ギャラリーなど様々なかたちで利用

され、レトロな魅力を感じることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県倉吉市内  

アクセス ツアー:係留バースより車で 60分(45ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
倉吉観光情報 
https://www.kurayoshi-kankou.jp/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

 

岩美花火大会  
  

鳥取港から東側に隣接する、浦富海岸の沖合 300 メートルから打ち上げを行う海上打ち上げ花火大会です。30～40 分間に

約 2,000発打ち上げられる花火は、壮観で見応えがあります。※ 船上からご覧いただくことになります。 

  
 

 

所在地・開催地 鳥取県岩美郡岩美町浦富海岸沖合 

アクセス  

季節 7月下旬 

関連リンク 
岩美町観光協会 
http://www.iwamikanko.org/ 

お問合せ【鳥取県観光交流局観光戦略課】 

電話番号:0857-26-7421 l メールアドレス:kankou@pref.tottori.jp 

ホームページ: http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/ 

 

http://tottori-shanshan.jp/
http://tottori-shanshan.jp/
https://www.kurayoshi-kankou.jp/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://www.iwamikanko.org/
mailto:kankou@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/kankousenryaku/
http://www.google.co.jp/maps/@35.4320364,133.8243766,17z

