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交通アクセス access

鳥取砂丘コナン空港は2018年7月にリニューアル！ 鳥
取のグルメやお土産が鳥取空港ターミナルビルの中に
ギュッと詰まっています。名探偵コナンくんもそこかしこ
に出迎えてくれますよ。海外からも大人気！

約１０万年以上もの幾月をかけて生まれた、日本一広大な鳥
取砂丘の見どころや遊び方をご紹介。そして砂丘の周囲に
あるグルメやお土産、砂の美術館などのアートにも触れ合っ
てみよう。思いもしない驚きがあるはず！

約１０万年以上もの幾月をかけて生まれた、日本一広大な鳥
取砂丘の見どころや遊び方をご紹介。そして砂丘の周囲に
あるグルメやお土産、砂の美術館などのアートにも触れ合っ
てみよう。思いもしない驚きがあるはず！

■バス

■お車

●鳥取砂丘コナン空港～かにっこ館前（賀露循環線） 　約9分
●鳥取砂丘コナン空港～JR鳥取駅（区間連絡バス） 約20分 
●JR鳥取駅～砂丘会館（砂丘線） 約22分
●JR鳥取駅～砂丘会館（ループ麒麟獅子バス） 約28分
●砂丘会館～かにっこ館前（ループ麒麟獅子バス） 約20分

●鳥取砂丘コナン空港～マリンピア賀露 　約5分
●鳥取砂丘コナン空港～鳥取砂丘 約15分
●鳥取砂丘コナン空港～JR鳥取駅 約15分

■レンタカー

お問い合わせ先

●トヨタレンタリース鳥取 TEL.0857-28-6199（8：00～20：00）
●タイムズカー TEL.0857-31-0109（8：00～19：00）
●ニッポンレンタカー中国 TEL.0857-28-0919（7：00～21：00）
●オリックスレンタカー TEL.0857-51-0543（8：00～19：00）

鳥取の美味しいエリアマップ

美味しいもの
いっぱい！
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【ループ麒麟獅子バス】
鳥取駅を出発点として、主な市内観光地を周遊する便
利なループバス。運行日：土日祝日（元日を除く）、振替
休日、夏季（8/1～31）

（鳥取砂丘コナン空港）

郷の離れで絶品天美卵たまごかけご飯
大江ノ郷自然牧場 HANARE

☎090-8710-0870

生卵、温泉卵、メレンゲの３種類の卵かけご
飯に、お好みの食材をトッピングしてオリジナ
ルの卵かけご飯をお楽しみいただけます。そ
の他自慢の天美卵スイーツもたくさんご用意
しております！
　●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港タ
ーミナルビル2F　●交 鳥取駅から連絡バスで
約２0分　●時 8時～18時 平日はお食事10
時～　●休 無休　●P 空港駐車場

06

空港滑走路を望む、寛ぎと落ち着きの空間
Azalea（アゼリア） ☎0857-28-0988

鳥取空港内の２階にあり、離発着する飛行機を
眺めることが出来るレストラン。ホテルシェフが作
る料理を始め、喫茶にもご利用いただけます。
　●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港ターミナ
ルビル2F ●交 鳥取駅から連絡バスで約２0分
●時 10時30分～18時30分（LO18時）※フライト時
刻により変更あり　●休 無休　●P 空港駐車場

04

お食事利用のお客様は
食後のコーヒーサービス

お得な
クーポン

※周遊マップ提示　2020年３月３１日まで

目指せシアトル！！
すなば珈琲 鳥取砂丘コナン空港店

☎0857-28-4649

時間帯により飛行機を近くで見て頂けます。
また、落ち着いた店内でお食事かスイーツ、
コーヒーなどもお楽しみください。

●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港タ
ーミナルビル1F　●交  鳥取駅から連絡バスで
約２0分　●時 7時30分～18時30分　●休 無
休　●P 空港駐車場

02

当店オリジナル商品を豊富に品揃え！
コナン探偵社 空港店

☎0857-30-4869

青山剛昌先生の郷里、北栄町のコナン探
偵社２号店として2018年夏オープン。原画
のワンシーンをもとにデザインされたオリジナ
ルグッズを多数取り揃えています。
　●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港ターミナル
ビル1F　●交 鳥取駅から連絡バスで約２0分　●時 9時
15分～17時30分　●休 無休　●P 空港駐車場

01

１,０００円以上のお買い物で
ポストカード１枚プレゼント

お得な
クーポン

鳥取のお土産やANAグッズなど充実の取り揃え！
ANA FESTA 鳥取店

☎0857-28-0932

鳥取県を代表するお土産「とうふちくわ」や
「砂丘らっきょう」をはじめ有名銘菓やANA 
の商品も取り扱っております。搭乗前の短い
時間でもパッ！と見て鳥取の【いいもの】が選
んで頂けます。
　所●所 鳥取市湖山町西4-110-5　鳥取空港ター
ミナルビル2F　●交 鳥取駅から連絡バスで約２0
分　●時 ロビー店 10時～18時30分、 ゲート店 
6時15分～　●休 無休　●P 空港駐車場

07 世界初、砂像を専門に展示する美術館
砂の美術館

☎0857-20-2231

砂の美術館は、「砂で世界旅行」を基本コン
セプトとし、毎年テーマを変えて世界トップク
ラスの彫刻家が繊細で存在感のある作品を
創り出し、多くの来場者に衝撃と感動を与え
ています。
　●所鳥取市福部町湯山2083-17　●交 鳥取
ICから車で約２０分 　●時 9時～１8時（最終
入館17時３０分）　●休 展示替え期間中　●P 
30台

02

鳥取砂丘の歩き方が変わる！
鳥取砂丘ビジターセンター山陰海岸国立公園

☎0857-22-0021

鳥取砂丘の成り立ちや動植物、歴史などに
ついて学ぶことのできる施設です。ガイドに
よる解説で風紋のでき方をご紹介。また迫力
のある映像で砂丘の魅力を伝えるミニシアタ
ーも必見。砂丘に入る前にぜひ立ち寄って。
　●所鳥取市福部町湯山2164-971　●時 9時
～17時　●休 無休　●P 鳥取砂丘駐車場 
300台

08

砂丘と日本海を一望
砂丘センター 見晴らしの丘

☎0857-22-2111

砂丘を一望できるレストランと鳥取のお土産い
っぱい。観光リフトで砂丘まで楽々片道５分。
　●所鳥取市福部町湯山2083　●交 鳥取駅か
らバスで20分　●時 8時～17時　●休 無休　
●P 300台

05

砂丘観光リフト通常往復
３００円を２００円

お得な
クーポン

（9時～17時）
※天候や整備のため、運休あり。

砂丘観光に好立地！
砂丘フレンド

☎0857-22-8348

砂の美術館までは徒歩約１分。砂丘のお食
事・お土産に是非ご利用ください。
　●所鳥取市福部町湯山2164-808　●交 鳥取
ＩＣから約１５分　●時 8時30分～１７時（冬季
は16時30分）　●休 無休　●P 約100台

04

売店にて１,０００円以上の
お買い物で１０％割引

お得な
クーポン

※一部対象外の商品があります。他割引との併用不可

幻の海老、猛者海老のパスタ
カフェレストラン スカット

☎0857-23-1346

鳥取でしか味わえないモサエビの旨味、香ば
しさを活かしたパスタを、店の窓から見える雄
大な鳥取大砂丘を眺めながら味わえます。
　●所鳥取市福部町湯山2164-806 　●交 砂
丘会館バス停から徒歩約2分　●時  8時15
分～１７時　●休 無休　●P 4台

06

お食事の方、
1ドリンクサービス

お得な
クーポン

※グループ対応

遊び・ふれあい・発見・創造
チュウブ 鳥取砂丘こどもの国

☎0857-24-2811

こどもの国では、自然の中にある大型遊具や
乗り物広場があり、家族で楽しめる施設で
す。雨の日も空中回廊や多目的ホールでの
びのび遊べます。工作のできる木工工房や
砂の工房もあります。
　●所鳥取市浜坂1157-1　●交 鳥取ICから約１
５分　●時  9時～１７時（最終入園１6時３０分）
●休 第２水曜（８月は無休）、12/29～1/1
●P 500台

01

砂丘入口近くにあるお土産屋です
らくだや

☎0857-23-1735

砂丘入口の近くにあるお土産屋です。らくだ
にちなんだオリジナル民芸品や菓子を多く取
り揃えております。その他、鳥取名産の梨の
お菓子や地元生産のらっきょう漬けも数多く
取り揃えております。
　●所鳥取市福部町湯山2164-806 　●交 鳥取
駅から砂丘行バスで約３０分、終点で下車す
ぐ　●時 8時30分～１７時　●休 無休　●P 80
台

07

砂丘のすぐ近く、梨狩り街道の真ん中
ゲストハウス浜田園

☎0857-75-2171

梨狩り街道の真ん中にゲストハウスがオー
プンしました。素泊まりのみ３,０００円～宿泊
可能です。全室個室、共用バスルーム、トイ
レあり。９月頃は併設する梨園で梨狩りをお
楽しみ頂けます。
　●所鳥取市福部町湯山1843-4　●交 日本交
通 浜湯山バス停から徒歩約３分　●時 16時
～21時（チェックイン可能時間）　●休 無休
●P 20台

10

砂の美術館に併設するお土産屋さん！
砂の美術館 売店

☎0857-54-1675

砂の美術館のすぐ側にあるお土産屋さん。
砂丘土産や特産の梨やらっきょうを使ったお
土産を多く取り揃えるだけでなく、地元農家
さんによる新鮮な果物や野菜を販売。砂の
美術館オリジナルグッズも好評発売中！
　●所鳥取市福部町湯山2083-17　●交 砂の
美術館前バス停から徒歩約１分、鳥取駅か
らバスで約２１分　●時 9時～１8時（土曜及び
繁忙日は２０時まで）　●休 無休　●P 30台

03

オリジナルのお絵かき天ぷらを体験！
味の散歩路 まえた

☎0857-74-3211

「見る工場、食べる工場」をキャッチフレーズに
練物と豆腐の製造工場。豆腐ちくわは大豆と
魚の旨味をしっかり感じるちくわの傑作。
　●所鳥取市福部町海士20-1　●交 鳥取砂丘から
約５分、国道９号線沿い　●時 9時～17時　●休 元
旦のみ　●P 大型バス10台、乗用車30台

12

お買い求めいただいた
方に粗品プレゼント。

お得な
クーポン

ご予約など詳細については、各レンタカー会社へお問い合わせください。

山陰のお土産を買うならココ！
鳥取大丸エアポートショップ

☎0857-28-5999

山陰銘菓因幡の白うさぎを中心とした店舗で、
お菓子から特産品まで幅広い商品を取り揃え
ています。この機会にぜひお立ち寄りください。
　所●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港ターミナ
ルビル2F　●交 鳥取駅から連絡バスで約２0分
●時 6時30分～19時　●休 無休　●P 空港駐車場

03

１０００円以上のお買い物で
因幡の白うさぎ１個プレゼント

お得な
クーポン

※2019年１2月３1日まで

鳥取の食材を生かしたアジア料理店
アジアンリゾートラウンジ陶庵

☎0857-31-0007

アジアンテイストな店内で、各国の料理をお
楽しみください。タピオカドリンクがオールシー
ズン、夏期は「ふわとろかき氷」が大人気。
　●所鳥取市湖山町西4-110-5 鳥取空港タ
ーミナルビル2F　●交 鳥取駅から連絡バスで
約２0分 ●時 10時30分～18時30分　●休  無
休　●P 空港駐車場

05

お食事された方にはコーヒー
または紅茶サービス

お得な
クーポン

鳥取砂丘がすぐ目の前！
砂丘会館

☎0857-22-6835

鳥取砂丘の目の前に位置し、砂丘観光前後
の食事や休憩に便利な店舗。豊富なメニュー
と取り揃えたレストランや売店もございます。
　●所鳥取市福部町湯山2164　●交 バス停鳥
取砂丘（砂丘会館）からすぐ　●時 8時30分
～１７時　●休 無休　●P 150台

09

１,０００円以上のお食事・
お買い物で５％引き

お得な
クーポン

澄んだ空気ともぎたての梨を食べ放題
砂丘のなし屋さん

☎0857-75-2226

鳥取砂丘のふもと、日本海の潮風で育った、
甘くて美味しい梨をたっぷりご堪能ください。
　●所鳥取市福部町湯山680-7 ●交 国道９号
線 福部IC下車すぐ　●時 9時～16時 ●休 期
間中無休（８月下旬～１０月下旬） ●P 50台

11

１,０００円以上お買い上げで１０％OFF
お得な
クーポン

※一部商品を除きます。

梨狩り料金２００円引き
※他割引との併用不可
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鳥取県商工労働部兼農林水産部
市場開拓局食のみやこ推進課
https://www.pref.tottori.lg.jp/
syokunomiyako


