
　３　中部農林水産物の買いどころ、見どころ、食べどころ、体験スポット

買う ※営業日・営業内容等は事前に電話等で御確認ください。

Ｎo． 直売市－新鮮よりどりみどり 特産品

1 旬鮮プラザ満菜館 農産物 倉吉市西倉吉町  0858-48-2525

2 旬鮮プラザよってみたい菜 農産物 倉吉市八屋  0858-47-4197

3 久米にこにこ市 農産物 倉吉市横田  0858-28-0781

4 道の駅犬挟(いぬばさり) 農産物 倉吉市関金町山口  0858-45-1313

5 湯命市 農産物 倉吉市関金町関金宿  0858-45-2000

6 三朝おひさま市 農産物 三朝町山田  0858-43-2355

7 道の駅みささ楽市楽座 農産物 三朝町大柿  0858-43-2286

8 ハワイ夢マート 農産物 湯梨浜町久留  0858-35-3535

9 とうごう市 農産物 湯梨浜町中興寺  0858-32-0437

10 道の駅はわい 農・水産物 湯梨浜町宇野  0858-35-3933

11 ジャコム中央とれ鮮市「トピア広場」 農産物 琴浦町徳万  0858-52-2000

12 新鮮市場「プラッツ中央」 農産物 琴浦町逢束  0858-53-1089

13 赤碕ふれあい市 農産物 琴浦町赤碕  0858-55-2211

14 赤碕町漁協活魚・鮮魚直売センター２号館 水産物 琴浦町別所  0858-49-2020

15 あぐりポート琴浦 農産物 琴浦町別所  0858-55-6336

16 あぐりポート琴浦２号店（「物産館ことうら」内） 農産物・加工品 琴浦町別所  0858-55-7700

17 赤碕町漁協鮮魚直売センター 水産物・加工品 琴浦町別所  0858-55-6080

18 カウィーのみるく館 乳製品 琴浦町保  0858-52-2211

19 HOJYO砂丘マーケットAコープ下北条 農産物 北栄町北尾  0858-36-3012

20 お台場いちば 農産物 北栄町由良宿  0858-37-5451

21 北栄オートキャンプ場 農産物 北栄町田井  0858-36-4568

Ｎo． 「道の駅」－車で行くのに便利 特産品

1 道の駅犬挟(いぬばさり) 農産物 倉吉市関金町山口  0858-45-1313

2 道の駅みささ楽市楽座 農産物 三朝町大柿  0858-43-2286

3 道の駅はわい 農・水産物 湯梨浜町宇野  0858-35-3933

4 道の駅ポート赤碕 農・水産物 琴浦町別所  0858-49-2020

5 道の駅だいえい 農産物 北栄町由良宿  0858-37-5395

6 道の駅北条公園 農産物 北栄町国坂  0858-36-4600

7 道の駅琴の浦 農産物 琴浦町別所  0858-55-7811

食べる（農家・集落営食堂） ※営業日・営業内容等は事前に電話等で御確認ください。

Ｎo．

1 清流遊ＹＯＵ村 倉吉市関金町小泉  0858-45-1015

2 水車の郷体験工房 倉吉市関金町明高  0858-45-1128

3 田舎茶屋縁満(よりみち) 三朝町大柿  0858-43-1837

4 野田工房「そばの花」 琴浦町野田  0858-53-1845

5 さくらの里 琴浦町山川  0858-55-7007

6 ちっちゃなレストラン 琴浦町逢束  0858-53-1100

7 そば処「ごろくとほうせん」 倉吉市志津  090-4148-8551

野趣のある食事はいかが 連絡先住所・電話番号

連絡先住所・電話番号

連絡先住所・電話番号
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見る
Ｎo． 見どころ 見ごろ

1 林道波関俵原線（通り抜けできません） 三徳山投入堂 落葉後

2 鳥取二十世紀梨記念館 梨 一年中

3 倉吉市関金町大山池 風景 夏

4 倉吉市関金町安歩親水公園 風景 春・夏・秋

5 林道円谷広瀬２号線 風景 春・夏・秋

6 林道山守矢送線（通り抜けできません） 風景 春・夏・秋

7 三朝町俵原牧場 牧場 春・夏・秋

8 林道南三朝線 風景 春・夏・秋

9 湯梨浜町野花梅林・梨園 梅・梨 ５月・９月

10 琴浦町船上山ダム桜まつり 桜・ダム 桜のころ

11 琴浦町一向ヶ平展望台 風景 春・夏・秋

12 北栄町曲蜘ヶ山山菜の里 山菜 春

13 北栄町西穂波大区画ほ場 ほ場 春・夏・秋

14 北栄町妻波の跨線橋 風景 一年中

体験する
Ｎo． いろいろできる スポット

そば処「ごろくとほうせん」 倉吉市志津  090-4148-8551

水車の郷体験工房 倉吉市関金町明高  0858-45-1128

羽衣石そば道場 湯梨浜町羽衣石  0858-32-1593

野田工房「そばの花」 琴浦町野田  0858-53-1845

倉吉観光梨園 倉吉市古川沢 090-3748-8016

いしだ梨狩り園 倉吉市石塚  0858-28-1230

波関園 湯梨浜町別所  0858-32-1821

長谷園 湯梨浜町北福  0858-32-0051

JA鳥取中央・体験農場
三朝町大柿
道の駅「楽市楽座」

 0858-43-2286

安藤観光ぶどう園 北栄町松神  0858-36-2878

近藤農園 北栄町弓原  0858-36-3831

サンサンぶどう園 北栄町国坂  0858-36-2252

4 りんご狩り 阪本りんご園 北栄町妻波  0858-37-4914

5 梅狩り、栗拾い 村岡農園 北栄町由良宿  0858-37-4739

小林農園 湯梨浜町原  0858-34-2064

松山農園 湯梨浜町原  090-6320-2583

やよすけファーム 三朝町三朝  080-6344-6996

7 メロン狩り 北条砂丘観光メロン園 北栄町国坂  0858-36-2214

浜根農園 北栄町松神  0858-36-4173

タクマ農園 北栄町東園  090-5269-2571

9 いちじく＆さくらんぼ狩り 体験農場ナオ 琴浦町杉下  080-3055-4830

10 桃、リンゴ、くり＆ぎんなん 歓農園 琴浦町八橋  0858-53-0734

杉本農園 北栄町松神  0858-36-3176 

根鈴観光農園 北栄町松神  0858-36-3700

12 らっきょう堀り あおがめ農園 北栄町弓原  0858-36-3796

フレッシュベリーファーム 琴浦町赤碕  0858-55-0212

大川農園 琴浦町倉坂  090-1013-5126

14 渓流釣り 清流遊ＹＯＵ村フィッシングセンター 倉吉市関金町小泉  0858-45-1015

15 観光地引き網 北栄町内　　　　　　（北栄町役場0858-36-3111にお問い合わせください。）

6 いちご狩り

ブルーベリー狩り13

3 ぶどう狩り

ぶどう＆いちご狩りなど8

11 ながいも堀り

ゆるりと回り道もまた楽し

連絡先住所・電話番号

2 なし狩り

1 そば打ち
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