


倉吉絣／浴衣でまち歩き

☎

江戸時代から伝わる、倉吉の伝統工芸「倉吉絣（くらよしかすり）」。「絵
絣」と呼ばれる美しい柄の着物をまとい、白壁土蔵の町並みをそぞろ
歩いてみませんか？

集／倉吉白壁土蔵群観光案内所
休／不定休
料金／ 5,000 円（1人）着物・着付け・ヘアセット
　　　小物・ほどき紙を含みます
　　   （足袋は購入か、持参ください）
備考／ 3日前までに要予約
　　　２人以上で申込可
　　　身長 140cm～ウエスト 100cmまで
　　　18 歳未満の方は保護者同伴

▼願いを叶えるほどき紙付0858-22-1200☎

白壁土蔵群観光ガイド

江戸から明治時代にかけて建てられた建物が多く残る風情ある町並み
を専属ガイドが解説を交えながらご案内します！ 2 時間以内で、スタ
ンダード・福の神巡り・昭和レトロなどお好きなコースを選べます。

集／倉吉白壁土蔵群観光案内所
休／年中無休（通年開催）
料金／ガイド 1名につき 2,200 円（税込）
備考／ 20 名までを 1名のガイドがご案内

0858-22-1200☎

機織り機を使って一段一段織り
上げ、オリジナルコースターを
制作します。小学生以上対象。

住／倉吉市東仲町 2606
休／水曜日・年末年始
料金／ 1,000 円
備考／ 2名様まで。予約優先

0858-23-2255

弓道体験

倉吉絣コースターづくり体験

はこた人形顔描き体験

要予約　9：00 ～ 17：00
所要時間：2時間以内

要予約　10:00～16:00
（受付は 14 時まで）

土日祝 10：00 ～ 12：00
所要時間：希望に応じて

9：30 ～ 15：00
所要時間：約 60 分

☎

倉吉に江戸時代から伝わる張
子の人形「はこた人形」の他、
倉吉張子の顔描き体験。

住／倉吉市魚町 2529
休／水曜日
料金／ 1,300 円～（豆サイズ）
備考／人形・起き上がり等選択可

090-1185-9732

☎

的までの距離が通常より短い８
m、レクチャーもあり、初心者
でも楽しめる弓道体験場です。

住／倉吉市東仲町 2577
休／火・水曜日
料金／矢 5本 500 円他
備考／身長 130cm以上 

090-1658-2821

9：30 ～ 16：00
所要時間：本数に応じて

要予約 10：00 ～ 17：00
所要時間：約 30 分

倉吉歴史講談

倉吉いか ( 凧 ) づくり体験
凧工房

ほどき紙

打吹焼　陶芸体験打吹焼　陶芸体験
赤瓦十一号館 陶芸館 ①倉吉ワイナリー　②ワイン蔵

工房おるすばん灯竹灯籠工房

Voyage（ヴォヤージュ）

倉吉ふるさと工芸館

はこた人形工房

まととや 豊田家住宅

倉吉白壁土蔵群観光案内所

倉吉白壁土蔵群観光案内所倉吉白壁土蔵群観光案内所

オリジナルブレスレット・ストラップづくり

竹灯籠づくり

ワインの試飲

ステンドグラスでオブジェ制作体験

小ファミリーひとり ♥

ファミリーひとり ♥ファミリーひとり ♥

小ファミリーひとり ♥

ひとり ♥小ファミリーひとり ♥ 小ファミリーひとり ♥

小ファミリーひとり ♥ 小ファミリーひとり ♥ 小ファミリーひとり ♥

ファミリーひとり ♥ ファミリー ♥ ファミリーひとり ♥

☎

国登録有形文化財に指定された
豊田家住宅で倉吉にまつわる歴
史講談を聞くことができます。

住／倉吉市西町 2701
休／木曜日
料金／ 500 円
備考／ 3つの物語から選択可

0858-23-0440

☎

断ち切りたい過去、これから
の願いを「ほどき紙」に託し、
そっと水に浮かべます。

住／倉吉白壁土蔵群観光案内所
休／年中無休
料金／ 400 円
備考／倉吉絣でまち歩きには含む

0858-22-1200

8：30～17：00
所要時間：約 20 分

9：30 ～ 15：30
所要時間：約 20 分

☎

気軽に打吹焼作りが体験でき
ます。素焼き、釉薬掛け後の
完成品を配送可（送料別）。

気軽に打吹焼作りが体験でき
ます。素焼き、釉薬掛け後の
完成品を配送可（送料別）。

住／倉吉市新町 1丁目 2443
休／水曜日
料金／体験のみ 1,000 円
　　　完成品配送は別途1,500円+送料
備考／ 40 名様程度まで受入可

090-1330-6285

☎

古くから「倉吉いか」と呼ば
れる伝統の和凧がオリジナル
の絵付けで作成できます。

住／倉吉市東仲町 2586
休／火曜日・不定休
料金／ 1,900 円～
備考／ 3名以上は要予約

0858-23-3453

10：00 ～ 17：00
所要時間：40 分～ 1時間 30 分

9：30 ～ 16：00
所要時間：約 40 分

☎

地場産ワイン３種類の試飲が
できます。

住／①倉吉市西仲町 2627
　　②倉吉市東仲町 2583
休／不定休　料金／ 500 円
備考／ワイン購入の場合は 500 円返金

①0858-27-1381
②090-4908-5686

☎

お好きな石を選んでいただ
き、お好きな組み合わせで作
ります。

住／倉吉市魚町 2542
休／水曜日
料金／ブレスレット（小学生）
1,500 円～（大人）2,000 円～

0858-27-2542

11：00 ～ 18：00
所要時間：約 30 分

10：00 ～ 17：00
所要時間：約 30 分

☎

ステンドグラスを使った小物
制作。ハンダ付け作業など初
心者でも簡単に作れます！

住／倉吉市仲ノ町 793
休／水・木曜日
料金／ 1,500 円～ 4名様まで
備考／小学生は保護者同伴

0858-22-0573☎

竹に穴をあけて模様にすること
で、素敵な灯籠が完成！白壁土
蔵群内の指定会場に出張可。

住／東伯郡湯梨浜町引地 563-1
休／不定休
料金／ 2,000 円～
備考／保護者同伴で幼児も体験可

080-8240-9893

要予約
所要時間：約 30分

要予約 10：00 ～ 17：00
所要時間：1～ 3時間

DiscoverWest ハイキングガイド ▶
土日祝（元旦を除く）午前中のみの無料ガイド
予約不要。10 時に観光案内所に集合すれば
誰でも参加できます！

小小

夏は浴衣で

男性用もあります

倉吉の民藝を体験！

※2021 年 3月時点の情報です。予告なく変更になる場合がありますので事前にご確認お願いします。

倉吉白壁土蔵群では江戸時代から伝わる民藝品が

たくさん残っています。「倉吉絣・倉吉いか（凧）・

はこた人形」は倉吉を代表する民藝品で、保存会

や個人の力で次世代に継承しています。


