
広大な鳥取砂丘に、たくさんのポケモンたちが！

鳥取砂丘で「Pokémon GO Safari Zone in 鳥取砂丘」を開催します。

期間中、鳥取砂丘では「バリヤード」や「アンノーン」などがゲーム上に出現します。

日本最大級の砂丘である鳥取砂丘の雄大な自然の中で『ポケモン GO』をお楽しみください。

発行元／鳥取県 元気づくり総本部 広報課    当日のお問合せ／TEL080-8233-2619 （2017年11月発行）

【ＷＥＢサイト】

「Pokémon GO Safari Zone in 鳥取砂丘」

http://www.pref.tottori.lg.jp/tottorigo/

【ＪＲ鳥取駅南口～鳥取砂丘】●JR鳥取駅南口発  始発８時 ～ 最終17時　●鳥取砂丘発  始発８時30分 ～ 最終18時

【イオンモール鳥取北～鳥取砂丘】●イオンモール鳥取北発　始発９時 ～ 最終16時  ●鳥取砂丘発　始発９時30分 ～ 最終18時

同時開催イベント・キャンペーン

鳥取砂丘『ポケモン ＧＯ』ＡＲフォトコンテスト

イベント期間中、鳥取砂丘にお越しいただいたみなさんをおもてなしするため、

さまざまなイベント・キャンペーンを実施します。ゲームと合わせて、ぜひ一緒にお楽しみください。

※ARカメラの撮影の仕方、応募方法の詳細については以下のURLをご覧ください。

　https://www.pref.tottori.lg.jp/pokemongosakyu/

　（Pokémon GO Safari Zone in 鳥取砂丘）

イベント期間中、『ポケモン GO』のARカメラで撮影したポケモンの写真コンテストを開

催します。入賞者12名には和牛の全国大会・2017年全国和牛能力共進会で肉質1位

に輝いた鳥取和牛をプレゼント！

砂丘へウェルカニキャンペーン

カニ水揚げ量日本一の鳥取県！イベント期間中、砂丘周辺の店舗等に設置された

応募用紙でご応募いただいた方から、抽選で１０名様に鳥取県産松葉がに（1万

円相当）をプレゼント。ポケモンだけでなく、カニをゲットするチャンス！

「食のみやこ鳥取県」グルメの丘

海・山・里の豊かな自然環境に恵まれ、素晴らしい食材が生み出される食のみやこ鳥取県。

地元グルメが味わえる屋台が出店します。

[場所] 砂丘センター 見晴らしの丘・砂丘テラス（無料シャトルバス乗降場すぐ）

[日時] 10時～16時　（手荷物預かり所、休憩スペースは8時～18時）

ポケモンセンター出張所が鳥取県内に出店！

イベント期間中、ポケモンのオフィシャルグッズ

を販売するポケモンセンター出張所が、砂丘周

辺の店舗とＪＲ鳥取駅構内に出店します。

次のTwitterまたはInstagramのアカウントをフォローして、

#pokemongosakyu のハッシュタグを使って、投稿するだけ！
応募方法

ポケモンセンター・ポケモンストアにも
遊びにきてね！

■ポケモンセンターヒロシマ

〒730-8501 広島県広島市中区基町6-27

そごう広島店 本館6階

アクセス：アストラムライン「県庁前」

バス「広島バスセンター」または「紙屋町」

広島電鉄(市内電車「) 紙屋町西)

電話番号：082-846-5903

営業時間：10時～20時

(※そごう広島店の営業時間に準じます)

■砂丘センター 見晴らしの丘（鳥取市福部町湯山2083）

■砂丘会館（鳥取市福部町湯山2164）

■JR鳥取駅改札口前（鳥取市東品治町111）

■ポケモンストア イオンモール岡山店

〒700-0907

岡山県岡山市北区石井1丁目2番1号

イオンモール岡山 3F

アクセス：JR岡山駅地下改札口から徒歩5分

電話番号：086-201-8770

営業時間：10時～21時

(※ポケモンストアイオンモール岡山の

営業時間に準じます)

トリピー

@鳥取県マスコットキャラクター

（@tottoripref）

鳥取県広報課 （@tottoripref）

【交通情報】

https://www.pref.tottori.lg.jp/

pokemongokoutsu/

Pokémon GO Safari Zone in 鳥取砂丘

2017 年 11月 24 日 ( 金 )・25 日 ( 土 )・26 日 ( 日 )

イベント期間中、ＪＲ鳥取駅南口・イオンモール鳥取北から鳥取砂丘へ無料シャトルバスを運行します。アクセス
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【ＪＲ鳥取駅】
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安全に楽しもう！

★『Pokémon GO』を安全に楽しむため、

『Pokémon GO』を遊ぶ際の注意事項や

「Pokémon GO」トレーナーガイドラインを

改めてご確認ください。

★砂丘内にはトイレがありません。周辺のトイ

レをご利用ください。

★冬季の砂丘は風が強く寒いので、防寒対策

や、定期的に屋内での休憩を取るなどして、

低体温症に注意してください。

★砂丘内は車などの通行がなく比較的安全で

はありますが、周囲の状況に十分注意して、

けがなどがないように気をつけてプレーし

てください。

★砂丘周辺は自然保護のため街灯がありませ

ん。夜間の行動を避け、夜間に行動される

場合には懐中電灯などを準備してください。

※鳥取県青少年健全育成条例により23時以

降の青少年の外出は禁止されています。

杭で場所を確認しよう！
砂丘内には100m間隔で杭が

立てられています。

ポケストップやジムの多く

が杭の所にあります。杭の上

に書かれている番地をもと

に、砂丘を散策してみよう。

※砂に埋まることもあります。

ルールを守ろう！

[主　　催] 鳥取県

[協　　力] 株式会社ポケモン・Niantic, Inc. 

[運営協力] 鳥取大砂丘観光協会、イオンモール鳥取北、ソフトバンク株式

会社、株式会社NTTドコモ、NTT西日本、NTTブロードバンド

プラットフォーム株式会社（NTTBP）、KDDI株式会社

・ 砂丘内の砂の持ち帰り

・ テントなどの仮設工作物の設置

・ 看板やのぼりなどの広告物の掲示や設置

・ 車両等の乗り入れ

・ 拡声器等による著しい騒音の発生

・ 砂上への落書き

・ ゴミ（タバコの吸殻等）のポイ捨て

・ 動物のふんの投棄

・ たき火などの火を使うこと　

・ リードをつけずに犬などを放すこと
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ポケモンが出現しないエリアがあります！

めずらしいポケモンは砂丘内のみ！

バリヤードやアンノーンなどイベント期間中

に出現するめずらしいポケモンは、砂丘内の

みに出現します。道路や駐車場などでは出現

しません。

砂丘内のオアシス周辺ではポケ

モンが出現しません！

ハンミョウの希少種が営巣しており多数の

人が歩くと踏圧で絶滅のおそれがあるの

で、砂丘内のオアシス周辺にはポケモンは出

現しません。
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2017年11月24日(金)・25日(土)・26日(日)

鳥取砂丘の起伏の大きさを象徴する。真下か

ら眺める高低差46ｍの砂の壁は迫力満点。

湧き水が溜まり、冬には水深１mを超える池

になるが、夏には干上がってなくなる。

1 2

風の芸術

馬の背 オアシス

高低差約20mの凹地。その名のとおり、

すり鉢のような形をしている。

4 追後スリバチ
おい ご

乾いた砂に毎秒５～10mの風が吹くと見

られる風景。足跡のない早朝がきれい。

風紋

湿った砂に毎秒12ｍを超える風が吹くとで

きる。台風の通過後などによく見られる。

砂柱

湿った砂が乾くとできる。風で一か所が

崩れると、横につながっていく砂なだれ。

砂簾

約５万５千年前に大山から噴出した大山

倉吉軽石層が見られる。

イベント期間中は一部のエリアで臨時の

フリーWi-Fi(SSID: tottori_BB_01)が

ご利用になれます。 

3 火山灰露出地

ポケストップ

ジム トイレ駐車場

休憩所案内所 荷物預り所

レストラン・カフェ

シャトルバス乗降場

美術館

杭

Safari Zone
in 鳥取砂丘

風の強い冬には、砂が飛ばされ

動くことで、砂丘はさまざまな

表情を見せます。多くの表情を

みんなで共有するため、踏み荒

らさないようにしてください。

※イベント期間中は砂丘内でのドローンの使用はご遠慮ください。

※砂丘周辺はゴミ箱がありません。ゴミの持ち帰りにご協力ください。

※2017年11月１日時点の情報です。今後のアプリアップデートや

　仕様変更により、掲載内容と異なる場合があります。

※この先通行制限あり

鳥取砂丘には全国的に希少

なカワラハンミョウなど2種

のハンミョウが生息してい

ます。うち1種は鳥取砂丘内

ではオアシス周辺にしか営

巣しておらず、その数も限ら

れています。ハンミョウの巣

を守るため、オアシス周辺の

立ち入りはご遠慮ください。

ハンミョウ生息地

ハンミョウ生息地

「自然公園法」及び「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」で

次の行為は禁止されています
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