
岩美町

八頭町

鳥取市

若桜町
智頭町

鳥取駅

（１台につき３名まで乗車可能）
受付時間 ９:00から17:00まで

お好きなコースを選んで自由に観光
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鳥取砂丘コースA

鳥取砂丘コースB

鳥取砂丘コースC

鳥取砂丘コースD

鳥取砂丘コースE

鳥取砂丘コースF

国府万葉歴史コース

鹿野コース

智頭コース

若桜鉄道SLと若桜宿歴史散策コース

（鳥取砂丘→山陰海岸めぐり→鳥取城跡）

（白兎神社→鳥取砂丘→鳥取城跡）

（白兎神社→鳥取砂丘→山陰海岸めぐり）

（仁風閣またはわらべ館→鳥取砂丘→かろいち・かにっこ館）

（鳥取砂丘→浦富島めぐり遊覧船→城原海岸→海と大地の自然館）

（鳥取砂丘→白兎神社→吉岡温泉）

（鳥取城跡→池田家墓所→宇倍神社→長通寺→アトリエ小学校→雨滝）

（白兎神社→青谷上寺地遺跡→鹿野城跡・城下町歩き）

（用瀬（流しびなの館）→智頭宿（石谷家住宅）→板井原集落）

（安部駅→三百田氏住宅→不動院岩屋堂→若桜鉄道SL・若桜宿散策）

コース
1～6

コース
８

小 型
中 型 1台 1,000円

ぐるっと鳥取周遊タクシーパックプランに関するお問合せ先

出発受付・到着施設一覧

日本交通ハイヤーセンター

日ノ丸ハイヤー

鳥取自動車

サービスタクシー

毎日タクシー

☎ 0857-26-6111
☎ 0857-22-2121
☎ 0857-26-6111
☎ 0857-22-2011
☎ 0857-22-8288

大森タクシー

東部タクシー

旭タクシー

商栄タクシー

観光タクシー

☎ 0857-23-6511
☎ 0857-28-3232
☎ 0857-28-0081
☎ 0857-53-3694
☎ 0857-21-1234

出発・到着は
鳥取駅・宿泊施設など

全26施設！
（対象施設は裏面一覧

のとおり）

1,000円
3時間 1台

コース
7

コース
10

コース
9

鳥取砂丘

城原海岸

海と大地の
自然館

かろいち

吉岡温泉

白兎海岸

白兎神社
青谷上寺地
遺跡

流しびなの館

石谷家住宅

板井原集落

安部駅

三百田氏住宅

不動院岩屋堂

若桜駅

鹿野城跡

仁風閣・わらべ館

宇倍神社

池田家墓所

鳥取城跡

雨滝

長通寺

料 金
◆このプランのタクシー観光料金は、3時間以内の料金設定です。3時間を超えると追加料金がかかります。
◆各コースとも、施設への入館料及び食事代、鳥取砂丘駐車料は別料金となります。
◆年間運行台数に限りがあります。運行上限に到達次第、終了します。

3時間
コース（　　　）

（3時間を超えると
 　　追加料金がかかります。）

●17 寿司・旅館 常 天
鳥取市栄町230　 ☎ 0857-22-8038

●22 レーク大樹
鳥取市金沢6番地　 ☎ 0857-57-0301

●18 味覚のお宿 山田屋 
鳥取市賀露町北1丁目5-36 ☎ 0857-28-1004

●❽ ホテルナショナル本館・新館
鳥取市永楽温泉町159　 ☎ 0857-24-7511

ホテルレッシュ鳥取駅前
鳥取市栄町752　 ☎ 0857-29-1111

●12

●19 まつむら旅館（別館汐見亭）
鳥取市賀露町北3丁目27-28　 ☎ 0857-28-0714

●❻ バードステイホテル　
鳥取市永楽温泉町556　 ☎ 0857-26-3311

●13 鳥取ワシントンホテルプラザ
鳥取市東品治町102　 ☎ 0857-27-8111

●❼ ザ ビーハイブ
鳥取市永楽温泉町556　 ☎ 0857-26-3311

●10 ホテルニューオータニ鳥取
鳥取市今町2丁目153　 ☎ 0857-23-1111

●25 国民宿舎 山紫苑
鳥取市鹿野町今市972-1　 ☎ 0857-84-2211

●20 ゲストハウス しゃん亭
鳥取市賀露町北1丁目10-22 ☎ 080-2885-4223

●❶ 鳥取駅（国際観光客サポートセンター）
鳥取市東品治111-1　 ☎ 0857-22-7935

東横イン鳥取駅南口
鳥取市富安2丁目153-3　 ☎ 0857-36-1045

●15●❷ 鳥取砂丘コナン空港
鳥取市湖山町西４丁目110-5　 ☎ 0857-28-1402

しいたけ会館 対翠閣
鳥取市富安1丁目84　 ☎ 0857-24-8471

●14

●21 吉岡温泉会館 一ノ湯
鳥取市吉岡温泉町666　 ☎ 0857-57-0555

●24 浜村温泉 魚と屋
鳥取市気高町勝見682-65 ☎ 0857-82-2400

●16 鳥取シティホテル
鳥取市戎町471 ☎ 0857-27-6211

●11 ドロップイン鳥取
鳥取市今町2-276　 ☎ 0857-30-0311

●❺ ホテルモナーク鳥取
鳥取市永楽温泉町403　 ☎ 0857-20-0101

●23 貝殻節の里 旅風庵
鳥取市気高町勝見696-1 ☎ 0857-82-0531

観水庭こぜにや
鳥取市永楽温泉町651　 ☎ 0857-23-3311

●❸

●❹ 温泉旅館 丸 茂
鳥取市永楽温泉町458　 ☎ 0857-23-1311

●26 お宿 夢 彦
鳥取市鹿野町今市8　 ☎ 0857-84-2411

白兎会館
鳥取市末広温泉町556　 ☎ 0857-23-1021

●❾

鳥取 周遊タクシー
パックプラン

ぐるっとぐるっと



鳥取砂丘を巡るコース鳥取砂丘を巡るコース

下記よりお好みのコースをお選びください下記よりお好みのコースをお選びください

鳥取砂丘
東西16㎞、南北2.4㎞に及ぶ広大な砂丘であり、日本最大級の面積を誇りま
す。中国山地から流れ出た千代川と風が運ぶ砂を十万年の歳月の中で積み上げ
た「砂の丘」は、言葉にならないほど雄大です。また、内部には「砂のさざ
波」とたとえられる風紋など、さまざまな砂丘ならではの現象を見ることがで
きます。

山陰海岸ジオパークを象徴するような豪快な景観が楽しめる景勝
地として知られています。日本海の荒波と風雪によって削り出さ
れた岩山や洞門、洞窟を観察すると大自然の雄大なエネルギーを
肌で感じることができます。また、遊覧船に乗れば海の上からで
しか見ることのできない絶景を楽しめます。

鳥取城跡 仁風閣
鳥取藩32万石の居城跡であり、春は桜の名所となります。また、エリア
内には白亜の洋風建築「仁風閣」も。ルネッサンス様式を基調とした均
整のとれた風格のある建物で、明治洋風建築として大変貴重です。

観覧料 150円／人（大人）
（小中高生：無料）

入館料 600円／人（大人）
（小中高生：300円）

白兎神社
古事記に記されている神話「因幡の
白うさぎ」の舞台がここ白兎です。
サメを騙して大ケガを負った白うさ
ぎは大国主命に助けられ、お礼に大
国主命と八上姫の仲を取りもったと
伝えられています。その白兎神が祀
られている白兎神社は縁結びのご
利益があるとされ、多くの参拝客で
賑わいます。

鳥取の海の幸を味わうならここ「かろいち」に決まり。松葉ガ
ニや白いか、岩ガキに白ハタなど時季により様々な旬の魚が
揃っています。隣接するミニ水族館「かにっこ館」には鳥取
の海の生き物が勢ぞろい。実際に生き物に触って遊べるコー
ナーもあります。さらに農産物直売所「わったいな」も隣接し
ており、鳥取の食を丸ごと楽しむことができます。

吉岡温泉
千年以上の歴史があるといわれる吉岡温泉は難病に効
く湯治場として古くから愛されてきました。鳥取藩主・池
田家も湯治に訪れたという歴史と伝統ある温泉街です。
木造の宿が立ち並ぶ古き良き日本の原風景も残っており、
鳥取の奥座敷として今も多くの人から愛されています。

白兎

賀 露 吉岡

鳥取市街地

鳥取砂丘
オススメ

オススメ

鳥取砂丘砂の美術館
砂像彫刻を専門に展示する世界で唯一の美術館
です。2006年に開館して以来、毎年テーマを
変えて展示を行っています。世界トップクラス
の砂像彫刻が作り出す繊細かつ大胆な作品は毎
年多くのお客様に衝撃と感動を与えています。

山陰海岸

浦富海岸

国府万葉歴史コース国府万葉歴史コース

智頭コース智頭コース

鹿野コース鹿野コース

鳥取砂丘コース　みどころスポット鳥取砂丘コース　みどころスポット

若桜鉄道SLと若桜宿歴史散策コース若桜鉄道SLと若桜宿歴史散策コース

出発受付施設　　 白兎神社　　 青谷上寺地遺跡　　　鹿野城跡・城下町歩き　　 到着施設８

出発受付施設　　　白兎神社　　　　鳥取砂丘　　　　鳥取城跡　　　到着施設

鳥取砂丘コースＢ　　　伝説の白兎海岸と悠久の鳥取城跡を満喫２

出発受付施設　　　白兎神社　　　鳥取砂丘　　　山陰海岸めぐり　　　到着施設

鳥取砂丘コースＣ　　　人気観光地白兎神社・山陰海岸を全部盛り ※１スポットあたりの滞在時間は
他コースと比べ短くなります。３

出発受付施設　　　仁風閣またはわらべ館　　　　鳥取砂丘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　かろいち・かにっこ館　　　到着施設

鳥取砂丘コースＤ　　　鳥取の新鮮な海の幸を楽しむ４

出発受付施設　　　鳥取砂丘　　　山陰海岸めぐり　　　鳥取城跡　　　到着施設

鳥取砂丘コースＡ　　　美しい山陰海岸と悠久の鳥取城跡を満喫1

(裏面記載の施設一覧参照) (裏面記載の施設一覧参照)

出発受付施設　　　鳥取城跡　　　　池田家墓所～宇倍神社　　　　長通寺（岡益石堂）

　　　　　アトリエ小学校　　　　雨　滝　　　到着施設

７

因幡の白うさぎに
会いにきてね

わらべ館

入館料 500円／人（大人）
（高校生以下：無料）

吉岡温泉会館 一ノ湯
公式キャラクター

童謡・唱歌とおも
ちゃがテーマの体
験型ミュージアム
です。昭和初期の
尋常小学校を再
現した木造教室
や、触って遊べる

おもちゃ研究所などがあり、小さな子
供だけでなく大人も楽しむことができ
る懐かしい空間が広がっています。
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９

出発受付施設　　　安部駅（寅さんロケ地）　　三百田氏住宅（住宅内見学）　　不動院岩屋堂

　　　　　若桜鉄道SL・若桜宿散策（カリヤ通り、土蔵群）　　 到着施設

出発受付施設　　 用瀬（流しびなの館） 　 智頭宿（石谷家住宅） 　 板井原集落　　 到着施設

※各コースの周遊時間配分は、鳥取駅を出発・到着とした時の目安の時間です。

出発受付施設　　　鳥取砂丘　　　浦富島めぐり遊覧船

　　　　　　　　　　　　　　城原海岸　　　海と大地の自然館　　　到着施設

鳥取砂丘コースＥ　　　山陰ジオパークの大自然を間近で体感 ※浦富遊覧船乗車時間・待機時間も
３時間の内に含みます。５

出発受付施設　　　鳥取砂丘　　　　白兎神社　　　　吉岡温泉　　　到着施設

鳥取砂丘コースＦ　　　白兎神社・吉岡温泉でほっこり癒しを６

いちのすけくん

15分 30分 20分

20分 15分

（25分） （20分）

（10分）

（10分）

（35分）

10分 25分 15分

30分

（25分） （15分） （15分） （45分）20分 35分 25分

（25分） （25分） （15分） （35分）
20分 20分 40分

（10分） （10分）

（5分） （20分） （30分）

（5分）

50分 50分 15分
（15分） （15分） （30分） （５分）

40分 50分 15分（25分） （30分） （15分） （５分）

40分 20分 45分（15分） （25分） （15分） （20分）

20分 30分 25分（25分） （30分） （15分） （35分）

30分 45分

45分

（10分） （15分）

（15分） （20分）

20分

５分

45分

15分

（15分） （15分）

（15分） （15分） （35分）


