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鳥取県から 2020 年の冬旅情報をお届けします。 

日本全国のカニの約半分が鳥取県で水揚げされているのをご存じですか？カニの水揚げ量日本一を 

誇る鳥取県は、「蟹取県」に改名し、2019 年 9 月 1 日から 2020 年 2 月 29 日まで「蟹取県ウェルカニ  

キャンペーン」を実施しています。 

2019 年 11 月 7 日の初セリにおいて 500 万円で落札された『特選とっとり松葉がに五輝星（いつき   

ぼし）』が 12 月 23 日に世界一（セカニイチ）※に認定されました。それを祝して鳥取県では「とっとり

松葉がに世界一（セカニイチ）記念キャンペーン」を 1 月 6 日から 2 月 29 日まで実施します。 

※ https://www.atpress.ne.jp/news/202037 

蟹に開運めぐり、スキー・スノボーなど冬のレジャー満載の「蟹取県」へ是非お越しください。 

 

≪蟹取県ウェルカニキャンペーン≫ 
 蟹取県ウェルカニキャンペーンでは、３つのキャンペーン企画を

用意し、皆様のお越しをお待ちしています。それぞれの応募者の 

中から抽選で、鳥取の旬のカニや蟹取県の名産品詰合せ、蟹取県 

オリジナルグッズをプレゼントしています。ぜひご参加ください。 

 期 間：2019 年 9 月 1 日（日）～2020 年 2 月 29 日（土） 

 キャンペーンサイト URL：https://www.kanitoriken.jp 

 

≪①泊まって当たる「宿泊チャレンジ」≫ 

県内の対象宿泊施設（161 施設）に泊まって、キャンペーンサイトの専用フォーム又は専用ハガキで  

応募すると、毎月抽選で 100名様（総勢 600名様）に「鳥取の旬のカニ」が当たります。 

【応募方法】対象宿泊施設のレシート（領収書）を撮影し、キャンペーンサイトの専用フォームに   

必要事項を入力、もしくは専用ハガキに宿泊先の証明印を押印して応募 

【応募締切】2020 年 3 月 3 日（火）（応募ハガキは同日必着） 

【応募 URL】https://www.kanitorikenoubo.jp/ 

＊対象宿泊施設はキャンペーンサイトにてご確認ください。 

 

≪②撮って当たる「フォトラリーチャレンジ」≫ 

県内 11 カ所の観光地のうち 3 ヵ所以上を巡って撮影した思い出写真を、SNS でハッシュタグ［蟹取県 

ウェルカニチャレンジ］をつけて投稿してください。投稿者の中から抽選で「鳥取の旬のカニ」や「蟹取

県の名産品詰合せ」、「蟹取県オリジナルグッズ」をプレゼントします。 

【応募方法】対象の観光地 3カ所以上で撮影。撮影した写真 3枚（3ヶ所）以上を、Instagram 

又は Twitterでハッシュタグ［蟹取県 ウェルカニチャレンジ］をつけて投稿 

【応募期間】2019 年 12 月 1 日（日）～2020 年 2 月 29 日（土） 

【対象観光地】境漁港、水木しげるロード、とっとり花回廊、大山、コナン通り、倉吉白壁土蔵群、 

燕趙園、白兎神社、かろいち・とっとり賀露かにっこ館、鳥取砂丘、恋山形駅 

 

 

 

～ 冬は蟹取県へ 鳥取県からの冬便り ～ 

カニの水揚げ量は日本一！初競り価格は世界一（セカニイチ）！！

蟹取県ウェルカニ・キャンペーン開催中！ 

https://www.atpress.ne.jp/news/202037
https://www.kanitoriken.jp/
https://www.kanitorikenoubo.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/


≪③クイズで当たる「カニトリ体操チャレンジ」≫ 

人気芸人の「ひょっこりはん」による「カニトリ体操」動画を、キャンペーンサイトや Twitter で配信

しています。Twitter ではカニトリ体操動画と連動した蟹取県クイズを毎月出題し、正解者の中から毎月

抽選で「鳥取の旬のカニ」や「蟹取県の名産品詰合せ」、「蟹取県オリジナルグッズ」をプレゼントして  

います。 

【応募方法】蟹取県公式ツイッター（@kanitoriken）をフォローし、公式ツイッターから出題される 

クイズに回答。ひょっこりはんが大好物のカニを食べる前に行う「カニトリ体操」の動画

中にクイズのヒントが隠れています。 

 

≪とっとり松葉がに世界一（セカニイチ）記念キャンペーン≫ 

 カニ♪食べに行こう！キャンペーン 

 （１）期  間： 2020 年 1 月 6 日（月）～2 月 29 日（土）  

 （２）内  容： 期間中、県内キャンペーン対象店舗（飲食店・水産物直売所約３０店舗）でカニ料理

のお食事又はカニをご購入し応募された方を対象に、抽選で「とっとり松葉がに」や

「蟹取県の特産品」をプレゼント。 

 （３）応募方法： 対象店舗でのお会計時に、専用はがきへスタンプを押印。１スタンプ１口として  

応募が可能。 

（４）プレゼント賞品 

 賞品名 人数 概要 

1等 とっとり松葉が

に 

５名 

 

 

 

成長した雄のズワイガニの山陰地方での名

前で鳥取を代表する冬の味覚の王様。上品

な甘みと、ずっしりと詰まった身、濃厚なみ

そは最高の味わい。 

 

２等 蟹みそバーニャ

カウダ 

＆星空舞 

45名 ・かにみそをぜいたくに使ったリッチなバ

ーニャカウダ 

・ご飯のツヤが際立つ美しい炊き上がり、粒

感があり、冷めても食感が変わらずおい

しい。 

３等 蟹取県の塩ぽん

酢 

50名 

 

 

 

地元日本海の藻塩を使用し、素材の甘みが

際立つよう酸味を控え目に柚子の香りが口

の中に広がる。 

 WEBサイト：https://www.pref.tottori.lg.jp/288838.htm 

 

≪子年因幡伯耆國開運八社巡り≫ 

2020 年の干支「子（ね）」にちなんだ神社と、縁起のよい字を

冠した名前の神社を開運祈願しながら巡る「子年因幡伯耆國開

運八社巡り」が開催中です。 

開運八社巡りの方法は、各神社に設置しているオリジナル御朱

印（スタンプ）を押せる手ぬぐいや福紗を入手して、各神社に

ご参拝ください。スタンプを押し、完成させてください。お守

りや飾り、開運ハンカチとしてご使用ください。 

 

【開運手ぬぐい】 500 円(税込) 

【取扱期間（子年）】 2019 年 12 月 1 日(日)～2020 年 12 月 31 日(木) 

【招運福紗(赤・紫)】1 枚各 800 円(税込) 

【取扱期間】通年 

＊冬季の参拝は、参道を含め階段の多い神社もあります。足元には十分お気をつけください。 

＊また雪道、朝晩の凍結にも御注意ください。 

https://www.pref.tottori.lg.jp/288838.htm


 

子年所縁の神社：粟嶋（あわしま）神社(米子市) 

187 段の長い石段を登ると、おとぎ話『一寸法師』のモデルともいわれる手に乗るほど小さい姿をした

｢少彦名命(すくなひこなのみこと)｣を祀る粟嶋神社があります。少彦名命は難病苦難をお救いくださり、

延命長寿の御利益がある神社です。また、延命長寿の守り神「八百比丘さん」や、難病苦難から守る神  

「お岩さん」が祀られており、パワースポットとしても知られています。 

遷宮を記念して作られた石灯篭に、参拝者を見守るネズミの彫刻があります。 

【住所】鳥取県米子市彦名町 1404 

【アクセス】JR 米子駅から車で 10 分 

【ＵＲＬ】 https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/ 

 

≪冬の鳥取砂丘を見に来ませんか≫ 
四季折々の表情を見せる鳥取砂丘。冬は一段と幻想的な風景を

見せてくれます。西高東低の気圧配置の下で、日本海側から  

激しい北西からの季節風が吹き抜けます。時には一夜にして 

白銀の世界が現れ、夏の暑さからは考えられない冬の表情を 

見せてくれます。 

冬だけに現れるオアシスや降り積もった雪が風にあおられ 

ロールケーキ状になる俵雪など、この季節だけの鳥取砂丘をお

楽しみください。 

 

 

≪道の駅情報 道の駅西いなば気楽里≫ 
2019 年 6 月 30 日（日）、鳥取西道路浜村鹿野温泉 ICの隣に「道の

駅 西いなば気楽里（きらり）」がオープンしました。 

鷲峰山（じゅうぼうざん）を望む景観や風を感じるレストラン、  

地元農産物・海産物等の直売、足湯など、西いなば地域の魅力が   

詰まった道の駅です。 

 

【住所】鳥取市鹿野町岡木 280-3 

【電話番号】0857-82-3178 

【URL】 http://nishiinaba.jp/ 

 

≪冬のとっとりゲレンデ情報≫ 

鳥取県内のスキー場は、例年 12 月中旬から下旬にかけてスキー場開きを迎えます。県内のスキー場を

紹介しましょう。なお、降雪状況により営業をしていない場合がございますので、事前に各施設にお問い

合わせください。 

 

１．だいせんホワイトリゾート 

 隣接する４エリアの多彩なゲレンデを持つ西日本有数のスキー場で、雪質もよく、眼下に広がる 

日本海、背後に名峰大山という最高のロケーションです。2018 年からリフト券が IC カードになり、

https://www.tottori-guide.jp/kaiun8/
http://nishiinaba.jp/


スムーズでスマートなリフト乗降が可能になりました。 

【住所】鳥取県西伯郡大山町大山 96 

【リフト券】1日券 4,900 円、小学生 3,500 円 など 

【スキー場開き】12 月 22 日（日） 

【営業時間】8 時〜17 時（土・日・祝日 7 時 30 分〜） 

【ナイター営業】17 時〜21 時（1 月 4 日から 2 月 22 日までの土曜日、1 月 12 日（日）） 

【駐車場】県立大山駐車場 屋外 530台（大型 2,400円、普通車 1,000円）、 

屋内 310 台（平日 普通車 1, 000円、土・日・祝日 普通車 1,500円） 

【電話番号】0859-52-2315 

【URL】 https://www.daisen-resort.jp/ 

 

２．花見山スキー場 

 西日本屈指の 2,500ｍのロングコースや最大傾斜が 39 度の上級向けコース、初心者向けコース、

スノーボードパークなど、バラエティに富んだ７つのコースがあります。 

【住所】鳥取県日野郡日南町神戸上 3804−10 

【リフト券】1日券 4,000円、小学生 2,500円 など 

【スキー場開き】12 月 15 日（日） 

【営業時間】8 時〜17 時 

【駐車場】1000 台（無料） 

【電話番号】0859-83-0456 

【URL】 http://hanamiyama.co.jp/ 

 

３．大山ますみず高原スノーパーク 

駐車場とゲレンデが隣接しており、全長 700ｍ、高低差 160ｍ、最大傾斜 30 度のゲレンデから日

本海や弓ヶ浜半島を眺望できます。ナイタースキーでは、米子市街の夜景が楽しめます。 

【住所】鳥取県西伯郡伯耆町大内桝水高原 1069-50 

【リフト券】入場料 500 円、1 日券（土日）大人 3,000 円、小人 2,000 円 など 

【スキー場開き】12 月 22 日（日） 午後から無料開放 

【営業時間】平日 13 時〜22 時、土曜日 9 時〜22 時、日曜日 9 時〜17 時、ナイター営業 18時〜22時 

【駐車場】230 台（無料） 

【電話番号】0859-52-2420 

【URL】 http://www.masumizu.net/ski 

 

４．休暇村奥大山 鏡ヶ成（ががみがなる）スキー場 

 大山の南東標高 920ｍに位置し、雄大な山々に囲まれたゲレンデは、スキーやスノーボード、   

クロスカントリーなどが楽しめ、キッズゲレンデでは子どもに人気のソリ遊び専用ゲレンデもあり 

ます。 

【住所】鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成 709-1 

【リフト券】大人 3,600 円、小人 2,600 円 など 

【スキー場開き】12 月 21 日（土）13 時から無料開放 

【営業時間：9 時〜16 時 30 分 

【駐車場】200 台（無料） 

【電話番号】 0859-75-2300 

【URL】 https://www.qkamura.or.jp/daisen/ski/ 

 

５．わかさ氷ノ山（ひょうのせん）スキー場 

自然の地形を活かした５つのコースがあり、初心者から上級者まで楽しめ、西日本では珍しい樹氷

をゲレンデから見られる日もあります。今シーズンから国道 482 号にわかさ氷ノ山トンネルが開通

し、雪道の移動がしやすくなりました。 

【住所】鳥取県八頭郡若桜町つくよね 631-13 

【リフト券】大人 4,000 円、小人 2,500 円 など 

【スキー場開き】12 月 21 日（土） 

https://www.daisen-resort.jp/
http://hanamiyama.co.jp/
http://www.masumizu.net/ski
https://www.qkamura.or.jp/daisen/ski/


【営業時間】8 時〜17 時 

【駐車場】平日無料、土・日・祝日７か所のうち２か所有料（大型 1,700 円、普通車 600 円） 

【電話番号】0858-82-2237（若桜町観光協会） 

【URL】 http://www.hyounosen.co.jp 

 

≪鳥取県からのお知らせ≫ 
1. 三朝温泉ラドン熱気浴施設 来春オープン！ 

 2016 年 10 月の鳥取県中部地震以降休業していたラドン熱気浴施設が 2020 年４月にオープンします。 

 ラドン熱気浴とは、湧き出る温泉の熱を利用した熱気浴室に 20〜30 分入り、体を温めるものです。   

ラドンを吸うことで細胞が刺激され、新陳代謝が活発になります。それに伴い抗酸化作用が高まり、   

老化や生活習慣病の予防に役立つとされています。 

【住所】三朝町三朝 940 番地 

【施設設備】地下 1 階 熱気浴室３室（1 室あたり 5 名、15 名程度）、１階 ロッカー室・シャワールー

ム・ラウンジ、２階 リラクゼーションルーム 

【駐車場】三朝温泉多目的駐車場（大型 3 台、普通車 54 台）を利用 

【連絡先】（オープン前まで）三朝町役場観光交流課 0858-43-3514 

※営業時間や収容人数、料金設定の詳細は、改めてお知らせします。 

 

2．「とっとり横断サイクリングルート（仮称）」が 3 月末開通予定 

県西部境港市から県東部岩美町までの海岸線を自転車で

横断できる「とっとり横断サイクリングルート（仮称）」の

整備が 2020 年 3 月末に完了する予定となっております。

県内の観光地である浦富海岸、鳥取砂丘、コナン通り、  

水木しげるロードなどを通る魅力的なルートです。 

 

【愛称募集中です】 

多くの方により親しみを持って利用していただくため、

現在愛称を募集しております。 

【応募期間】2019 年 12 月 7 日（土）から 2020 年 1 月 19 日（日）まで ※当日消印有効 

【表彰及び副賞】最優秀賞（1 点）賞状・記念品（県特産品１万円相当） 

優秀賞（3 点）賞状・記念品（県特産品５千円相当） 

募集要項など詳しくは「とっとり横断サイクリングルート愛称募集」を参照ください。 

【URL】 https://www.pref.tottori.lg.jp/288674.htm 

 

≪割引や特典が受けられる観光パスポート「トリパス」2019年秋旅・冬旅版の発行≫ 

県内の観光施設や店舗等で提示すると割引特典が受けられる観光パスポート「トリパス」が好評です。

鳥取いなば万葉牛などが当たる「ご当地セットコース」や、ポケットモンスターとコラボした「サンドコ

ース」などのスタンプラリーを実施しています。 

＜観光パスポート「トリパス」2019年秋旅・冬旅版＞ 

【利用期間】2019 年 10 月 1 日（火）～2020 年 3 月 31 日（火） 

【スタンプラリー期間】2019 年 10 月 1 日（火）～2020 年 2 月 29 日（土） 

【配布場所】観光案内所、県内や近隣の道の駅 など 

【問合せ】（公社）鳥取県観光連盟 0857-39-2111 

【公式サイト】https://www.tottori-guide.jp/toripass/ 

 

 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

鳥取県観光戦略課 担当：山下・田尾  

TEL：0857-26-723７、 e-mail: kankou@pref.tottori.lg.jp 

680-8570 鳥取市東町 1 丁目 220 番地 

http://www.hyounosen.co.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/288674.htm
https://www.tottori-guide.jp/toripass/
mailto:****@pref.tottori.lg.jp

