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鳥取砂丘コナン空港

観音院庭園

景福寺
（後藤又兵衛父子の墓）

やまびこ館

鳥取民藝美術館

鳥取市保健所

鳥取市役所

玄忠寺
（荒木又右衛門の墓）

※一方向の運行になります

湖山池
遊覧船のりば

鳥取バス
ターミナル わらべ館 鳥取城跡

（仁風閣） 渡辺美術館 砂丘センター
展望台 砂の美術館前 砂丘会館（鳥取砂丘）砂の美術館前 こどもの国

鳥取港
（賀露神社前）

鳥取港
（かにっこ館前）

湖山池
ナチュラルガーデン

鳥取バス
ターミナル

車内スタンプを上欄に押すと、
裏面の車内スタンプ割引特典
施設の割引が受けられます

■周遊コース（駅→鳥取砂丘→鳥取港→湖山池ナチュラルガーデン→駅）（ 線） （2022.4.1現在）※一方向の運行になります

お問い
合わせは

車内スタンプ欄

600円

料　金

お得な１日乗車券

麒麟獅子舞とは

発売場所

■１回乗車につき
大人（中学生以上）
　300円
小人（小学生以上）
　150円
幼児

　 大人1人につき1人無料
　 2人目からは150円
※

※PayPayとLINEpay支払いできます
　（車内での300円のみ）

各種障がい者手帳をお持ちの人
　及びその介護の方は半額

■お得な1日乗車券
　（乗り放題）  

鳥取バスターミナル
バス車内
鳥取市観光案内所

運行日
土・日・祝日
振替休日
夏季

元日は除く

8/1～8/31

～ループ麒麟獅子バス～鳥取バスターミナル「０番」乗場

鳥取県東部（因幡地方）
では、麒麟をかたどった
獅子頭をかぶって獅子舞
を神社に奉納します。

日ノ丸自動車 TEL（０８５７）22-5155（偶数便運行） 　鳥取市観光案内所 TEL（０８５７）22-3318 
日  本  交  通 TEL（０８５７）23-1122（奇数便運行）

きききき りんりんりんりん じじじじ しししし

09ループ麒麟獅子時刻表09ループ麒麟獅子時刻表09ループ麒麟獅子時刻表09ループ麒麟獅子時刻表
※2022年8月は
　平日運行しません。



鳥取城跡・久松公園 仁風閣 鳥取県立博物館 わらべ館 渡辺美術館
豊臣秀吉の兵糧攻めで有名
な鳥取城。その跡地を整備し
た公園から市内を一望できる
「二ノ丸」までは徒歩10分。春
は桜の名所、その後久松公
園でツツジが満開となります。

童謡・唱歌とおもちゃがテーマ
の体験型ミュージアム。昭和初
期の尋常小学校を再現した
木造教室や、世界のおもちゃ
で遊べるコーナーなど、誰もが
童心にかえって過ごせます。

鳥取砂丘砂の美術館 鳥取砂丘 とっとり賀露 かにっこ館 湖山池ナチュラルガーデン
（湖山池遊覧船のりば）

海の生き物に直接さわるこ
とができる水槽をはじめ、
「松葉がに」や世界一大き
くなる「タカアシガニ」な
ど多くの生き物が間近に見
られます。

車内スタンプ割引特典施設（車内スタンプ押印済みの本時刻表を入館窓口でご提示頂くと割引特典が受けられます。）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合がございます。

施設名 営業時間 休　日 入館料等 お問い合せ先 車内スタンプ割引特典内容 下車バス停

鳥取民藝美術館 １０時～１７時 水（祝日の場合は翌日）
１２月３０日～１月３日 団体20名以上

一般500円/高校生以下無料 0857-26-2367 一般入館料４００円
鳥取バスターミナル

わらべ館 ９時～１７時
（入館は１６時３０分まで） １２月２９日～１月１日

第３水（祝日の場合は翌日）

８月無休

大人500円/高校生以下・障がい
者・要介護者とその介護者は無料
団体20名以上

0857-22-7070 大人入館料４００円 わらべ館

仁風閣 ９時～１７時
（入館は１６時３０分まで）

月（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日
１２月２９日～１月３日

一般150円/高校生以下・
障がい者・70歳以上無料
団体20名以上

0857-26-3595 一般入館料１２０円

鳥取城跡（仁風閣）

鳥取県立博物館

９時～１７時
（入館は１６時３０分まで）

１０時～１７時（土・日・祝）
１０時～１５時（月・水・木・金）
（入館は閉館30分前まで）

月（祝日の場合は翌平日）
祝日の翌日（土日祝日除く）
１２月２９日～１月３日

常設展/一般180円/団体150円

0857-26-8042 常設展示のみ
団体料金（１５０円）

渡辺美術館 火（祝日の場合は翌日）
１２月３０日～１月２日

一般 900円/大学生・高校

砂丘観光リフト  一般往復400円
砂丘観光リフト  小人往復300円

砂丘観光リフト 一般往復300円
砂丘観光リフト 小人往復200円

 
生 500円/中学生・小学生 
300円/障がい者 400円
毎週土曜日高校生以下無料
10名様より団体料金

0857-24-1152 一般入館料 800円 渡辺美術館

砂丘センター ９時～１６時３０分
（季節により変動あり）

年中無休
（リフトは天候により運休もあります）

梨狩り期間（7月中旬～11月中旬）以外

0857-22-2111 砂丘センター展望台

さんこうえん ９時～１７時 中学生以上 1,000円/5歳以上 900円 0857-20-1174 梨狩り入園者全員に梨ジェラートサービス

砂の美術館前
鳥取砂丘 砂の美術館

平日・日曜　９時～１６時
（入館は１５時３０分まで）
土曜　９時～１８時
（入館は１７時３０分まで）　

公式ホームページをご確認
ください

一般800円（20名以上の団体料金：
600円）/小・中・高校生400円（20
名以上の団体料金：300円） 0857-20-2231 ポストカード1枚プレゼント

砂丘会館 ９時００分～１７時
(変動する場合あり） 年中無休 ―

―

0857-22-6835 梨ソフトクリーム割引券プレゼント
砂丘会館（鳥取砂丘）

さんこうえん砂丘店（ジェラート店）１０時３０分～１８時 不定休/１月～２月 ― 0857-30-1174 シングルジェラート 30円引き

チュウブ鳥取砂丘 こどもの国 ９時～１７時（入館は１６時３０分まで） １２月２９日～１月１日
第２水（祝日の場合は翌日）

８月無休

高校生以上 500円/中学生 
200円
小学生以下・障がい者・70歳以上無料
中・高・大学生は土・日・祝のみ無料
団体20名以上

0857-24-2811 高校生以上入館料 400円
中学生入館料 160円 こどもの国

地場産プラザわったいな ９時～１７時 元日 ― 0857-50-1771

鳥取県の旬がまるごと味わえる
大型農産物直売所。手づくりジェ
ラートや「海鮮祭ホーエンヤ」の
海鮮丼も大人気です。

ループ麒麟獅子バス停周辺観光施設

施設名 営業時間 休　日 入館料等 お問い合せ先 その他 下車バス停

砂丘会館（鳥取砂丘）山陰海岸国立公園 
鳥取砂丘ビジターセンター ９時～１７時 年中無休 ― 0857-22-0021

とっとり賀露かにっこ館 ９時～１７時
（最終入館時間１６時４５分）火（祝日の場合は翌平日） ― 0857-38-9669

カニ主役の小さな水族館（入館
無料）。珍しいカニや多くの魚を
展示。迫力の大型水槽やえさや
り体験あり。

鳥取港（かにっこ館前）鳥取港 海鮮市場 かろいち 9時～１６時 元日
（飲食店は店舗により異なる） ― 0857-38-8866

鳥取砂丘の成り立ちや見どころ、
砂の波模様「風紋」のでき方など
をガイドが紹介。

国内屈指の収蔵数を誇る甲
冑・刀剣をはじめ、古美術品３
万余点を収蔵。国内最古級
の「曽我物語図屏風」、鳥取
池田家伝来「浦島虎徹」（復
元刀）など見所満載。

企画展開催中は19時（入館は
18時30分）まで開館する場合あり

（20名以上）企画展は別途料金
大学生以下・障がいのある方・難病患者の方・
要介護者及びその介護者・70歳以上無料

地元で水揚げされた海産物やみ
やげ品などが沢山並んでいます。
新鮮な海の幸を使った食事処も
あります。

久松公園の一角にあり、鳥取県の
自然、歴史・民俗、美術を貴重な
資料により紹介しています。オオサ
ンショウウオの飼育展示の他、鳥
取藩の藩政資料や郷土との関連
深い美術作品を展示しています。

明治40年に建てられた白亜
の洋館です。時の皇太子（後
の大正天皇）の山陰行啓時
の宿舎に使われました。映画
「るろうに剣心」のロケ地とし
て有名です。

世界トップレベルの砂像を、
毎回テーマを変えて展示する
世界初の砂像専用屋内施
設。砂像制作期間中は休館。
ミュージアムショップでは地
元の特産品なども販売中。

まるで迷路のような大型遊具にバッ
テリーカーなどの乗り物遊具、また木
工作品、陶芸体験などができる工房
で楽しめます。夏は子供用プール、
キャンプ場も営業します。（キャンプ
場は令和4年8月末から一時休業）

東西16㎞、南北2.4㎞の海岸砂丘。
中国山地の岩石が風化して砂とな
り、千代川と風が運び10万年の歳
月の中で積み上げた「砂の丘」は、
言葉を失うほどの雄大さ。年間100
万人以上の人々を魅了しています。

鳥取の山野草を主役に湖山
池の気候に合った植物で作
られた憩いの庭。ガーデン内
の船着場からは湖山池を一
周する遊覧船が運航してい
ます。（春秋運航・要予約）

チュウブ
鳥取砂丘こどもの国

発行：（一社）鳥取市観光コンベンション協会

鳥取市ふるさと物産館 ９時～１９時 年末年始 0857-36-3767 粗品プレゼント

小学生未満（未就学児）無料/20名以上で団体割引あり/障がい者
手帳等所持者（手帳提示）１名につき、本人と付き添い１名まで無料


