
東側と西側エリアの移動手
段として、ホテルが運行する
シャトルバスを計画します。

シャトルバスの整備A レンタサイクル
ステーションの整備

敷地内に市営のレンタ
サイクルステーションの
設置を検討します。

B 小型 EV充電スペース
の整備

民営の小型 EV 事業と連携
し、電気自動車充電スペー
スの設置を検討します。

C

鳥取砂丘周辺施設との連携イメージ

鳥取砂丘への
眺望を確保
鳥取砂丘への
眺望を確保

鳥取砂丘への
眺望を確保
鳥取砂丘への
眺望を確保

北棟

南棟

■北棟

N

ツインルーム、トリプルルームを約 90 室。共
用施設としてレストラン、リラクゼーション、
バンケットルームを備えた長期滞在型ホテル。
ツインルームを約 60 室備えた静寂の中で時を過
ごすホテル。

■南棟

鳥取砂丘の魅力を引き出し、世界中でここでしか
体験できない唯一無二のリゾートホテルを計画します。

鳥取県初のハイグレード４つ星ホテルが、地域活性を創出します鳥取県初のハイグレード４つ星ホテルが、地域活性を創出します

既存宿泊施設との相乗効果
を生み、競合を避ける施設

素通りさせない
長期滞在型ホテル

季節に捉われず、
通年集客できる施設

ここに滞在する魅力を備える
施設

他地域に宿泊してしまう訪日外国人旅行者を
呼込む長期滞在に対応したホテル

外国人富裕層をメインターゲットとした
4つ星ホテルブランドにより差別化

国立公園の大自然と一体のデザイン
温泉の整備による魅力ある施設

砂像展示スペースやバンケットルームなど
地域と連携し、安定した集客を確保

１

２

３

４

世界に「鳥取砂丘」を
アピールする施設

既存施設と連携し、長期滞在者が鳥取砂丘を
体験する拠点となる「仕掛け」の整備5

多言語対応
レセプション
多言語対応
レセプション

ロビー・ホールロビー・ホール

砂丘コンシェル
ジュカウンター
(観光案内所）

砂丘コンシェル
ジュカウンター
(観光案内所）

砂丘ギャラリー砂丘ギャラリー

バンケットルームバンケットルーム

レンタサイクル
スペース
レンタサイクル
スペースシャトルバス シャトルバス 

砂丘デッキ砂丘デッキ

ラウンジラウンジ

オールデイ
ダイニング
オールデイ
ダイニング

カフェカフェ

鳥取砂丘の観光拠点となるホテルエントランスホールイメージ

メイン
エントランス
メイン

エントランス

砂丘センター見晴らしの丘やビジターセンター・砂の美術館など観光施設が並ぶ東側エリアと、子
どもの国や柳茶屋キャンプ場など、アクティブな施設が並ぶ西側エリアとの観光連携を図ります。
そのために、ホテル宿泊者・西側エリア利用者が東側に気軽にアクセスできる２次交通のネットワー
クを整備します。ホテルに設ける砂丘コンシェルジュがネットワークの案内を担当します。

国立公園としての景観形成を大切にします。
建ペイ率を抑えることで、地上部に広い緑地面積を確保
し、緑豊かなランドスケープを創出します。２敷地のメ
リットを活かし、分棟にすることで建物をコンパクト化
します。国立公園内施設であることを重要視し、自然に
溶け込む色彩計画・素材選定に配慮します。地形に合わ
せた、緩やかな造成計画とし、圧迫感の抑制を図ります。

緑豊かなランドスケープを形成緑豊かなランドスケープを形成

設計初期段階に、砂丘関係者・地元企業関係者とのワーキン
グ「砂丘ミーティング」を開催し、関係事業者と協議・連携し、
鳥取砂丘ならではのホテルを作り上げる体制とします。

運営会社は複数のホテルを運営しており、直接雇用体制によ
り、各ホテル間で従業員の異動を行い、安定的に「経験豊か
な人材」を確保します。運営会社の体制に合わせ、外国人ス
タッフをホテルブランド独自のホスピタリティ教育プログラ
ムから確保し、更に地元雇用を積極的に行います。

安定的な人材確保

砂丘ミーティングの実施

地元と協調し、経済発展と地域貢献を目指し、
永続運営を約束します。

協議
連携
協議
連携

砂丘
ミーティング

鳥取市

開発
事業者

ホテル
運営
会社

設計
監理
会社

砂丘関係
事業者

近隣
関係者

鳥取砂丘東側エリアと西側エリアの連携を実現するネットワークを構築します。

北棟北棟
緩やかな造成緩やかな造成

13m13m
13m13m

南棟南棟

鳥取砂丘鳥取砂丘

地元雇用

＋

外国人スタッフ

＋

プロフェッショナル

砂丘ミーティング体制イメージ

断面イメージ

相互
連携
相互
連携

砂丘コンシェルジュカウンターの設置
専任の ” 砂丘コンシェル
ジュ ” が周辺アクティビ
ティや観光スポットの案
内や予約を担当します。

教育・研究機関の学術発
表会など多様なイベント
にも利用可能な大型の宴
会場を整備します。

バンケットルームの利用開放

砂の美術館閉館時期にも、
砂像彫刻を楽しめる展示
スペースを整備します。

砂像展示スペースの整備

外観パース外観パース

１．施設の企画コンセプトに関する事項１．施設の企画コンセプトに関する事項 ２．事業の計画性・実現性に関する事項２．事業の計画性・実現性に関する事項 ３．地域活性化への貢献に関する事項３．地域活性化への貢献に関する事項

施設配置図施設配置図

鳥取砂丘
ならではの
ホテル計画

し、電気自動車充電スペー
スの設置を検討します。

砂丘西側エリア砂丘西側エリア

砂丘東側エリア砂丘東側エリア

砂丘センター
見晴らしの丘
砂丘センター
見晴らしの丘

砂丘パークサービスセンター
鳥取砂丘ビジターセンター
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鳥取砂丘ビジターセンター

鳥取砂丘鳥取砂丘

多鯰ヶ池多鯰ヶ池
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鳥取砂丘 砂の美術館鳥取砂丘 砂の美術館

鳥取砂丘 一里松鳥取砂丘 一里松
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鳥取大学乾燥地研究センター
（アリドドーム）
鳥取大学乾燥地研究センター
（アリドドーム）

鳥取縣護國神社鳥取縣護國神社

鳥取砂丘こどもの国鳥取砂丘こどもの国

柳茶屋キャンプ場柳茶屋キャンプ場
砂丘の家サイクリングターミナル砂丘の家サイクリングターミナル

鳥取砂丘パラグライダー
体験スクール(砂丘本舗)
鳥取砂丘パラグライダー
体験スクール(砂丘本舗)
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