
鳥取砂丘イリュージョンⅩ 

 

本年で１０回目を迎える「鳥取砂丘イリュージョンⅩ」。今年は過去最大となる約２４万球のイルミネ

ーションで鳥取砂丘市営駐車場周辺の電飾や鳥取砂丘地内・馬の背（通称）のライトアップにより、来

場者に幻想的でロマンチックな空間を楽しんでいただきます。 

開催テーマは「光の序章」です。記念すべき１０年目は、新たなる輝かしい未来への幕開け。これか

らの私たちの道を照らす、光となりますよう願いを込めて約２４万球のイルミネーションで冬の鳥取砂

丘を彩ります。 

記 
 

１ 期 間 

  １２月１２日（水）～１２月２４日（月・振） 午後５時３０分～１０時【最終日は午後９時まで】 

 

２ 場 所 

  鳥取砂丘市営駐車場及びその周辺 

 

３ 内 容 

（１）オープニング点灯式 

   １２月１２日（水） 

    16:55～ オープニング演奏【鳥取県警察音楽隊】 

    17:10～ 鳥取砂丘イリュージョンⅩ 開会宣言 

【浜本 浩二（はまもと こうじ）新生鳥取砂丘イリュージョン実行委員長】 

    17:12～ 来賓・応援紹介 

    17:15～ 来賓あいさつ【平井 伸治（ひらい しんじ）鳥取県知事】 

    17:18～  来賓あいさつ【深澤 義彦（ふかざわ よしひこ）鳥取市副市長】 

    17:21～ 「第 64 回全国植樹祭」PR        応援：トッキーノ 

         「水と緑のオアシスとっとり 2013」 PR 応援：花トリピー 

    17:27～ 鳥取砂丘イリュージョンⅩテーマ説明 

    17:29～ 点灯カウントダウン、点灯 

    17:31～ 鳥取県警察音楽隊演奏 

    18:00  終了 

 

（２）イルミネーション 

   鳥取砂丘支援駐車場及びその周辺のエリアを約２４万級のイルミネーションで幻想的でロマンチ

ックな冬の夜の砂丘を演出します。 
 

砂丘入口の階段、木道、樹木 ○イルミネーションで電飾 

砂丘入口（階段上部） ○光のドーム、愛の鐘、光のアーチ 

○堆砂垣へのイルミネーション設置 

鳥取砂丘市営駐車場内 ○トラスタワーの設置 

2012121212 年 12121212 月 12121212 日というイメージのしやすい日程を開幕

日に選択。併せて、カニ・温泉・砂の美術館と合わせたセ

ットによる県外観光客の誘客促進と滞在時間の延長を視

野に入れ、より経済効果に繋がる日程として決定した。 



○砂像の設置・ライトアップ 

○樹木・駐車場木柵をイルミネーションで電飾 

木道横 ○動物型イルミネーション１４体の設置 

 （うち１体は湖陵高校在学生製作） 

砂の美術館までの県道沿い ○県立湖陵高校による沿線植栽への電飾オブジェ設置 

○県道沿い木柵への電飾 

 

（３）夜の鳥取砂丘の雄大な景観のライトアップ 

   鳥取砂丘地内・馬の背（通称）をライトアップし、普段見ることの出来ない幻想的なシルエット

をご覧いただけます。 

 

（４）その他、鳥取砂丘イリュージョンⅩを盛り上げるイベント実施 

   ○12/15（土）17:30～22:00 鳥取大砂丘馬の背ライティング  

   ○12/23（日・祝）18:00～、19:00～、12/24（月・振）18:30～、19:30～ 

「聖なる砂、生なる像」～動く砂像のアートパフォーマンス～ 

   ○12/24（月・振）17:15～ フィナーレオープニング演奏（鳥取敬愛高校吹奏楽部） 

20:30～ フィナーレセレモニー 

   ※１ 期間中、屋台村（10 店舗）を通期開設します。 

   ※２ イベントは馬の背ライティングを除き、すべて鳥取砂丘市営駐車場内にて行われます。 

   ※３ 12/13～24 の期間中毎日、ご来場者の中からカウントダウン点灯者を選定し、合図とともに

点灯します。 

   ※４ イベントは荒天等の関係で中止となることがあります。 

   （問合わせ先：新生鳥取砂丘イリュージョン実行委員会 浜本浩二（はまもとこうじ）委員長 ℡：090-2290-0134） 

 

４ 同時開催！鳥取砂丘 砂の美術館「音楽と光のファンタジー」 

  会場周辺に位置する砂の美術館では、期間を同じくしてクリスマス特別企画を開催。 

鳥取砂丘イリュージョンⅩは、砂の美術館とあわせて、冬の鳥取砂丘に最大限の盛り上がりを創出

します。 

イルミネーション会場と砂の美術館をつなぐ道路（歩道）を電飾で照らすことにより、２つの会場

を結ぶ光のロードを演出します。 

【音楽と光のファンタジー】 

開催期間：１２月１２日(土）～１２月２４日（月・振）  

１７：３０～２２：００（最終入館２１：３０） 

 

５ 鳥取砂丘イリュージョンライブ（鳥取砂丘イリュージョン関連イベント） 

  「鳥取砂丘イリュージョンⅩ」の開催期間中（12/12～24）、会場近くの「らくだや」２階で、日替

わりの地元バンドによるライブイベントを開催します。※別添チラシ参照 

 

６．お得なイリュージョンパスポート 

割引特典が付いたパスポートを制作し、砂丘イリュージョン会場及び中心市街地協力店舗へ来られ



た方へと無料配布します。また、パスポート利用促進を図るため、利用者の中からプレゼントが当

選する懸賞イベントを行います。 

 

■パスポート概要 

期間： 

パスポート配布 平成２４年１２月１２日（水）～１２月２４日（月・振） 

パスポート利用 平成２４年１２月１２日（水）～平成２５年１月３１日（木） 

※ 割引特典は、期間中何度でもご利用いただけます。 

配布場所： 

砂丘イリュージョン会場、鳥取砂丘砂の美術館となり砂丘情報センター、 

中心市街地協力店舗（２０店舗） 

発行枚数： 

    ３０，０００枚 

■懸賞イベントについて 

   概要： 

パスポート利用促進として、懸賞イベントを実施。 

砂丘イリュージョン会場と中心市街地協力店舗などにスタンプを設置し、３か所のスタンプが

押されたパスポートを応募券としてパスポートと配布場所で回収します。 

抽選を行い、当選者を後日ホームページで発表します。 

応募方法： 

３か所のスタンプが押されたパスポートを、各配布場所に設置する BOX に投函ください。 

   応募締切： 

平成２５年１月３１日まで 

   当選発表： 

    実行委員会において抽選を行い、平成２５年２月中旬頃、当選者を発表します。 

 

７ イリュージョン会場へのアクセス 

（１）イリュージョンバスをご利用の場合 

   開催期間中（12/15、16、22、23、24）、鳥取駅前バスターミナルから会場へのシャトルバスを運

行します。１日４便の運行です。※別添チラシ参照 

（２）自家用車でお越しの場合 

   鳥取砂丘イリュージョン開催期間中は、周辺道路が大変混みあいます。車で会場へお越しの際、

またお帰りの際は、岩戸方面～国道９号線へ迂回するルート（案内看板を設置）を利用していた

だき、渋滞緩和にご協力ください。 

 

８ 本年の特徴 

○今年のイルミネーションは、使用電球の約８割をＬＥＤ電球することで環境への配慮を高めると

ともに、さらなる輝きを会場にもたらします。 

○メインイルミネーションには、日本海の青い海、白い波を再現した”流れるイルミネーション”

を採用しました。縦１２ｍ×横３８ｍに渡る、光の色が時間とともに変わる不思議な電飾で来場



者を魅了します。  

  ○鳥取砂丘イリュージョンⅩのシンボルとして、高さ１３ｍに及ぶ「トラスタワー」を設置。 

赤・青・緑を中心とした光り輝くＬＥＤ電飾により会場を彩ります。 

○階段アーチをくぐって砂丘地内に足を運ぶと、ＬＥＤストリングに囲まれた「光のドーム」と満

天の夜空に輝く星のアーチが出現。そのアーチを抜けた先には写真スポットである「愛の鐘」を

設置しました。 

○ラクダ、象、ウサギ、鹿などの動物１３体のイルミネーションを設置。 

光る動物園を演出し、ご家族連れ、恋人同士の憩いの場とします。 

  ○鳥取砂丘イリュージョンⅩのメイン会場から「砂の美術館」の県道沿いにイルミネーションを設

置し、光のロードを演出しています。併せて、砂の美術館向かいの県道沿い植栽には、鳥取県立

湖陵高校在学生により製作された電飾オブジェ３体を設置しています。 

○メインイルミネーション前のエリアに１０ｍ四方の池を演出。その水面に写り込む幅５ｍ×奥行

５ｍ×高さ３ｍの砂像を展示・ライトアップします。 

⇒ 作品：命の泉 

⇒ 作者：砂像マイスター  

 

９ 目標来場数 

  100,000 人（昨年：約 72,000 人） 

 

10 主 催 

  新生鳥取砂丘イリュージョン実行委員会 

 



鳥 取 砂 丘 イ リ ュ ー ジ ョ ン

10年目の鳥取砂丘イリュージョン。
新たなる輝かしい未来への幕が開かれる。
私たちの道を照らす、光となりますよう願いを込めて。
「光の序章」開幕。

鳥取砂丘周辺（鳥取市福部町湯山）【点灯時間】 【開催場所】17：30～22：00

〒689-0105 鳥取市福部町湯山2164-661
TEL.（0857）22-0583
FAX.（0857）22-0584

新生鳥取砂丘イリュージョン実行委員会
（社団法人 鳥取青年会議所）
鳥取県 鳥取市

：

：

主 催

後 援

鳥取砂丘再生会議利活用部会事務局

ボランティアスタッフ ●Webで詳細を公開中

http://www.tottori-sakyu.jp大募集!!
今年も一緒に砂丘イリュージョンを盛り上げてくれる仲間を募集しています。
企画から運営までぜひあなたの力、知恵を貸して下さい。
団体、個人でのご参加をお待ちしております。
お申込みや詳細はホームページをご覧ください。

鳥取砂丘イリュージョン 検　索

光の
序章

お問い合せ
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※イベント情報は予定であり、今後変更になる場合がございます。※写真は一部、昨年のものとなります。

オープニングイベント12/12水
16:55
17:00
17:30
17:31

オープニング演奏　鳥取県警察音楽隊
点灯式開会
点灯
鳥取県警察音楽隊演奏（18時迄）

鳥取市までのアクセス

羽田空港ー鳥取空港

東 京ー鳥取
名古屋ー鳥取
京 都ー鳥取
大 阪ー鳥取
岡 山ー鳥取
広 島ー鳥取
博 多ー鳥取

約5時間
約3時間50分
約3時間15分
約2時間30分
約1時間45分
約2時間40分
約3時間50分 約1時間10分

約2時間50分
約2時間40分
約4時間40分

（新幹線→スーパーはくと）
（新幹線→スーパーはくと）
（スーパーはくと）
（スーパーはくと）
（スーパーいなば）
（新幹線→スーパーいなば）
（新幹線→スーパーいなば）

大　阪ー鳥取
岡　山ー鳥取
広　島ー鳥取

■鳥取砂丘までのは鳥取空港からタクシーで約20分、鳥取駅からタクシー、バスで約20分

【高速バス】【 鉄 　 道 】

【 飛 行 機 】
鳥取駅

鳥取県庁

鳥取IC

至 岡山

至 京都至 松江

至 姫路

鳥取空港 砂の美術館

鳥取県警察音楽隊によるク
リスマスをイメージしたオー
プニング演奏で、13日間に
渡る鳥取砂丘イリュージョン
Ⅹの開幕が告げられます。

鳥取大砂丘「馬の背ライティング」鳥取大砂丘「馬の背ライティング」12/15土
鳥取大砂丘の馬の背に光と映像を映し出
す、壮大なライティングアートイベント。鳥
取砂丘イリュージョンにとって、新しい光の
世界です。鳥取砂丘の壮大なスケールと曲
線美でしか描き出すことのできない幻想
的、神秘的な一期一会のアートです。

開催時間17：30～22：00

17:30～22：00イベント時間

聖なる砂、生なる像聖なる砂、生なる像～動く砂像のアートパフォーマンス～～動く砂像のアートパフォーマンス～12/ 、23日 24月
振祝

幻想的にライトアップされた鳥取砂丘を
舞台に、光り輝くコスチュームとヘアメイ
クを施したパフォーマー達が神秘的な空
間を作り上げます。命が宿ったかのように
光り輝く砂像が、幻想的でロマンチックな
空間を演出します。

●龍鳳（ラーメン）●びーぐる本舗（イカ玉焼きそば、イカ焼き、他アレンジ粉もの）●たこ忠（たこ焼き、唐揚げ、イカ
焼き、フランクフルト）●らっぱや（たい焼き）●おにぎり専門店（肉巻きおにぎり ほか）●鹿田商店（フランクフルト、
唐揚げ、おでん串、焼き鳥）●やまね屋（焼き団子、焼きそば、焼き鳥、コロッケ）●ＰＡＳＩＯＮ（タコス、バッファロー
ウィング、チミチャンガ、カルネアサーダ）●中村商店（ブラックラーメン、ばくだん焼き ほか）●上海茶楼（中華角煮
バーガー、黒烏龍茶、坦々麺 ほか）

らくだや2階
（イリュージョン会場横） 

平日19：30～/土日祝19：00～/最終日18:30～

屋台村

12/12～12/24の期間中、毎日開催されるイベント

イリュージョンを室内から眺めながら日替
わりによる地元バンドの演奏が楽しめる！

イリュージョンライブ 入場
無料

■12日（水）吉田信彦バンド／CHOI YE SOUL／LONG TALL SALLY■13日（木）Nine／THE FIRES／emi■
14日（金）あ☆み～ご／Murasaki／RIDDIM SIDE GROOVE■15日（土）平川琢也／ツインアフロ／おとめtheド
レッシング＋D-1■16日（日）Dr.yubi／沖田＆房安／lera・kant'■17日（月）ON THE ROAD／センチメンタルメ
モリーズ／じゃぱ■18日（火）Nishio's Bar／NAOKI／T³mas■19日（水）AMENOグループ／ru:ju／鳥取トロン
ボーンカンパニー■20日（木）ブレス／坂本靖之／藤本たから■21日（金）DUO西村／The Matchbox／Wood 
Stock■22日（土）Sunshine Jack／ナルミリナ／ばんばらこ■23日（日・祝）リトルバード／Easy going／キンシ
コウ■24日（月・振）祝日AABAとチャマ／加藤まみこグループ

鳥取砂丘イリュージョンX鳥取砂丘イリュージョンX

イベント情報

12/23 ◇1回目 18：00～ ◇2回目 19：00～
12/24 ◇1回目 18：30～ ◇2回目 19：30～

フィナーレイベントフィナーレイベント12/24月
振

フィナーレオープニング演奏  鳥取敬愛高校吹奏楽部
フィナーレセレモニー開会　　17:30  点灯
鳥取敬愛高校吹奏楽部演奏（18時迄）
消灯

フィナーレでは、鳥取敬
愛高校吹奏楽部による
演奏で、13日間に渡る
鳥取砂丘イリュージョン
Ⅹの幕を降ろします。

17:30～22:0017:30～22:00（最終入館21:30）（最終入館21:30）

クリスマス特別企画

※（　）内は20名以上の団体料金。障がい者手帳保持者は無料。※（　）内は20名以上の団体料金。障がい者手帳保持者は無料。

砂の美術館 展示室 ほか砂の美術館 展示室 ほか会　　場
一般：600円（500円）、小中高校生：300円（200円）一般：600円（500円）、小中高校生：300円（200円）観 覧 料

出
演
者
情
報

出
展
店
舗

場所お問合せ先

鳥取砂丘
砂の美術館
tel.0857-20-2231

エコに配慮した今年のイリュージョンは、

さらなる輝きでご来場の皆様をお迎えします

電飾の約９割にＬＥＤ電球を使用！電飾の約8割にＬＥＤ電球を使用！

29
53 181

180183

313 179

37353

29
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17:15
17:20
17:31
21：00

12/23、24の2日間  砂の美術館周辺に動く砂像が登場予定！

イリュージョンバスイリュージョンバス
期間中は鳥取駅より会場
へのシャトルバス（有料）
を運行いたします。

パスポート発行場所

イリュージョン会場、
協力店舗（市内24店舗）
協力店舗で割引などの特典が受けられるお得なパス
ポート。特典は期間中何度でもご利用いただけます。
※協力店舗など詳細はホームページをご覧ください。

大人
子ども運賃 300円

150円

※運行日…期間中の土日祝（12/15、16、22、23、24）1日4便運行（最終日のみ3便運行です）

便利な

鳥取砂丘

期間中
毎日営業

イリュージョン
ライブ

鳥取砂丘イリュージョンマ
ップ

イリュージョン

パスポート
あります！
イリュージョン

パスポート
あります！

お
得
な

豪華
旅行券も当たる！

ゆるキャラたちがやってくる！！


