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鳥取といえば
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人気の観光ス
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鳥取砂丘

砂の美術館

※写真は第13期のものです。

白兎神社

大国主命・白うさぎ

かろいち

浦富海岸島めぐり遊覧船

※写真はイメージです。実際の料理とは異なる場合があります。

企画協力：麒麟のまち観光局

Tel.   0857-26-0756 E-mail   tour@torican.jp

Fax.0857-29-1000

※このツアーの移動はバスで行います。※満席の場合は、お断わりすることがございます。  ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
※詳しくは旅行業約款に基づきます。 ※詳しくは(一社)鳥取市観光コンベンション協会(TEL0857-26-0756)へお問い合せください。

●申込方法…(一社)鳥取市観光コンベンション協会へFax.、
　またはホームページからお申し込みください。 

※3才未満のお子様は無料です（食事なし）

●利用バス…日ノ丸自動車　●出発地／時間…鳥取駅 10:30発　●到着地／時間…鳥取駅 16:40～ 17:00着 
●昼食…1回　●募集人数…20名（1運行あたり）   ●最少催行人数…5名様（1運行あたり）

●お支払い…旅行代金は当日受付で現金にてお支払いください。
●添乗員…同行（鳥取駅～鳥取駅まで）   ●所要時間…約6時間　●申込締切日…出発日の３日前の１７:00

4,000円税 込
6,000円税 込

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う販売店での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。

営業時間 ▶ 9:00～17:30（土・日・祝日・振替休日・12/29～1/3は休み）

〒680-0833 鳥取市末広温泉町160
●国内旅行業務取扱管理者：鷲見宣幸

鳥取因幡Gバス

遊覧船

おとな
（中学生以上）

こども
（3才～小学生）

［鳥取県知事登録旅行業第3-67号］

●参加条件…本ツアーについては新型コロナワクチン3回目接種証明書
　（鳥取県民は2回、ただし感染状況により3回に変更になる場合あり）、または陰性の検査証明書が必要となります。



Tel.0857-26-0756
Fax.0857-29-1000

〒680-0833 鳥取市末広温泉町160
●国内旅行業務取扱管理者:鷲見宣幸 （鳥取県知事登録旅行業 第3-67号）

出発地までのアクセス

鳥取駅南口
バス停

この旅行条件は2022年5月1日を基準としています。又、旅行代金は2022年5月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。

鳥取駅南口 約60分

約130分 約40分かろいち＆わったいな・かにっこ館
ジオの恵み、鳥取な
らではの「桶盛り刺
身」、まぼろしの海老
「モサエビ釜飯」、な
どボリュームたっぷ

りの「鳥取の極旨おもてなし海鮮膳」をお召し上がり
いただけます。目の前が鳥取砂丘、売店には名物梨
ソフトクリームや、砂丘会館オリジナル商品を取り揃
えています。 ※お子様は別メニューとなります。

※写真はイメージです。
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お帰りのアクセス

スーパーまつかぜ9号
17:39 鳥取駅発 18:12 倉吉着 18:46 米子着 19:13 松江着

スーパーはくと14号
18:40 鳥取駅発 20:09 姫路着 21:04 大阪着 21:37 京都着

スーパーいなば10号
18:57 鳥取駅発 20:48 岡山着

飛行機
18:40 鳥取空港発 20:05 羽田空港着
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ツアー当日に検温をお願いします。
※ツアー乗車前の検温にもご協力ください。

1

移動中の車内を含めツアー中は、
マスクを着用ください。2

定期的な手指の消毒や咳エチケット等、
感染拡大防止マナーにご協力ください。3

バス車内及び施設内等で、
大声での会話はお控えください。4

バスのお座席は感染予防のため1人2席を
ご用意、 ゆったり安心してご参加いただけます。5

900 likes

#浦富海岸島めぐり遊覧船

tourist

900 likes

#鳥取砂丘

tourist

900 likes

#砂の美術館

tourist

900 likes
#浦富海岸島めぐり遊覧船

tourist

神話「因幡の白うさぎ」の舞台となっ
た白兎海岸。大国主命と絶世の美
女と言われた八上姫が白うさぎの
導きによって結ばれる日本で最初の
ラブストーリー。このうさぎを縁結
びの象徴として祀った白兎神社で
は、ご縁を結ぶ願掛けの石「結び
石」を鳥居の上に乗せれば、成就も
近いかも!と大人気です。 ※新型コロナウイルスの感染状況によっては、

　催行を見合わせる場合があります。

新型コロナウイルス感染対策
【お客様へのお願い】

浦富海岸は複雑に入り組んだリ
アス式海岸で変化に富んだ美し
い景観から、「山陰の松島」とも
呼ばれています。島々の間を遊
覧船でめぐる冒険クルージング
へいざ出発!日本海の荒波と風
雪が彫りあげた目をみはるばか
りの豪快な景観とどこまでも透
き通る美しい海をご案内します。

浦富海岸は複雑に入り組んだリ
アス式海岸で変化に富んだ美し
い景観から、「山陰の松島」とも
呼ばれています。島々の間を遊
覧船でめぐる冒険クルージング
へいざ出発!日本海の荒波と風
雪が彫りあげた目をみはるばか
りの豪快な景観とどこまでも透
き通る美しい海をご案内します。

日本最大級の広さを誇る
鳥取砂丘。個性的な地形
や見どころも多く、季節や
時間帯によって様々な表情
を見ることができます。ま
さに自然のテーマパーク。

世界で唯一「砂」を素材にし
た彫刻作品を展示し、毎年
テーマを変えて開館する屋
内 美 術 館。第14期 展 示
テーマは、「砂で世界旅行・
エジプト編」です。

鳥取の台所、「かろいち」・「わったいな」。地元の人も利用する市場は、常時新鮮
な食材が並びます。また、見て、触れて、体験できる、カニが主役の水族館「か
にっこ館」。松葉ガニ、ベニズワイガニなどいろいろなカニを見ることができます。

鳥取駅南口
（フコク生命ビル前）集合

浦富海岸島めぐり遊覧船 ※希望があれば遊覧船乗り場からのツアー参加も可能です（予約時要連絡）。
※欠航の場合は船長さんのガイドでバスにて海岸線をご案内します。

砂の美術館・砂丘会館（昼食）・鳥取砂丘 ※砂丘会館での昼食と鳥取砂丘・砂の美術館の見学は砂の美術館入館時間により前後します。

900 likes

#白兎神社の結び石

tourist

900 likes
#白兎神社

tourist

白兎神社（白兎海岸）
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ント

縁を結ぶ願掛け
石

※第14期「砂で世界旅行・エジプ
ト編」は7月末オープン予定です。
ご出発日にオープンしていない場合
は、代わりに白兎神社の後、「鳥取
城跡」へご案内いたします。

スーパーまつかぜ4号
7:57 松江発 8:25 米子発 8:58 倉吉発 9:28 鳥取駅着

スーパーはくと1号
7:06 京都発 7:37 大阪発 8:36 姫路発 10:12 鳥取駅着

スーパーいなば1号
6:46 岡山発 8:36 鳥取駅着

飛行機
6:40 羽田空港発 7:55 鳥取空港着

※6月1日現在の情報です。運転・運航については
　変更になる場合がありますので、ご確認ください。

※6月1日現在の情報です。運転・運航については
　変更になる場合がありますので、ご確認ください。

※写真は第13期のものです
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