
今
回
はく

る梨
をペイント!

マニア垂涎の
品も！

大人気の
　ブースです！

貴方の運命は
バスにあり！?

みんなの“のりもの”大集合!!

会場内でバスにペイント！
オンリーワンのバスラッピングを仕上げよう!
★参加には事前申込が必要です。申込方法は
　裏面を参照ください。

入場
無料

新生ノルデーVと一緒に

記念写真OK!

もちろん、車内に
乗れますよ！
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●主催 鳥取バスフェスタ実行委員会
一般社団法人 鳥取県バス協会
TEL：0857-22-2724（平日9：00～17：00）●共催

●お問い合わせ

鳥取市 鳥取商工会議所青年部
Tottori Young Entrepreneurs Group

ぜひぜひ でで公共交通

お越しください!お越しください!
鳥取バスターミナル、ＪＲ鳥取駅からすぐです!!

体調を管理して!

マスクを着用して!

「くる梨」ラッピング
ペイント★ライブ♪1

バス車内の備品、方向幕や運賃
表示板、降車ボタンなどマニア
ならずとも気になる数々の品を出
品して、即売します。一部商品は
オークション（入札）をします。

バスフリーマーケット
オークション!!2

バスレンジャー「ノルデーV」がバスの乗り方を楽しく
お教えします。

バスレンジャー★ノルデーV
バス乗り方教室!6

100円バス「くる梨」に乗って市街地を巡り車内とバス
停近くにある「謎解きビンゴ」にチャレンジ。
ビンゴの数に合わせて景品をゲットできます！

★景品は１日乗車券やバスグッズの
「バスセット」、お風呂が楽くなる
「もうひとつのバスセット」などをご
用意。参加賞は全員に進呈！

「くる梨」謎解き
ビンゴラリー!

参加無料!
4

世界でここだけ！
ラッピングバス展示5

★山陰ゆかりの鉄道ヘッドマーク、
　全20種類展示！

★地元鉄道ブース
「若桜鉄道」「智頭急行」

「ブルートレイン出雲号」「特急
あさしお」「高校野球応援列車」
など、懐かしさ満載です。

ＤＶＤ上演、パネル展示、グッズ
販売など、地元鉄道の楽しさに
出会えるチャンス！

山陰の鉄道コーナー3

今年３月に鳥取のこどもたちがペイントし、今
も元気に走っているラッピングバス２台を特
別展示。★まちを元気にするオリジナルバス
を、ゆったり見られる絶好のチャンスです!!

日本交通の熟練整備士さ
んが製作した特製マシン
で、運転体験できます。乗
ればあなたも“運転手”！
★もちろん大人が楽しむ
のもＯＫです！！

ドライバーに必要な身体
機能をチェックする運転
操作検査や認知力、判断
力、動作力、瞬間記憶力を
診断する運転・歩行能力
検査を体験できます。

ミニバス運転！
シュミレーター体験♪

交通安全体験
コーナー!

県下に一台！
の専用車両で
行います!!8 9

自称・伝説の占い師、ドク
ターアライ氏が生年月日と手
相から「運気アップ」のバス
路線を無料でお教えします！

バス占い!10

★１０：３０～１３：３０まで
　毎時３０分開始
　プチプレゼントあります！★オークション発表時間

　11：00、14：00
※発表時間の20分前までに
　希望価格を投函ください。

最新のジャパンタクシー、ＵＤ車両、そしてタクシー
の定番コンフォートの３台を展示します。
★もちろん車内にも乗れますよ！

タクシー車両展示♪7

100名!
先
着
（当日本部で受付）

鳥取大丸鳥取大丸

鳥取中央
郵便局
鳥取中央
郵便局鳥取市役所

本庁舎
鳥取市役所
本庁舎
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入口出口を１ヶ所にして、入口では検温をさせていただきます。感染症対策を行って実施いたします。

本部

入口➡
出口➡出口➡

（バードハット一帯）

鳥取駅前
バードハット 一帯
鳥取駅前
バードハット 一帯

●バードハットの県道、太平線の
一部が通行止めとなります。
（８：00～１７：00）

バス
・鉄

道・
タクシーが勢揃い!!

2年
ぶりに

開催!!

雨天実施
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※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によりイベント、または内容の一部が中止・内容変更になる場合があります。

バードハット隣接商店街
の店舗をご利用の方へ、
近隣駐車場の「駐車券」
を無料進呈します。詳細
は裏面をご覧ください。

最終受付
12：30

★世界初!?の
個性派占い！

大人の方も
大歓迎です!!

バスターミナルバスターミナル

ファイブ

（ヘッドマーク展示）

●協力／米子市立山陰歴史館

ファイブ



まちを楽しくするオリジナルバスを走らせよう♪

鳥取城北高校のみなさんの
メッセージ!!鳥取城北高校のみなさんの
メッセージ!!

私たちもラッピングバスをデザインするのは楽しみ
で、ワクワクしています！みんなで一緒にラッピング
バスをつくりましょう! !ご応募お待ちしてま～す♪

★参加者への通知
参加者の方には郵送で 1 1
月2 5日頃までに「参加通
知書」を送らせていただき
ます。参加通知書が参加証
となります。参加証がない
方は参加できません。

参加
特典

もあるよ!

その１:オリジナルエコバック進呈!!その１:オリジナルエコバック進呈!!

その２:みんなで塗ったバスが走ります!!その２:みんなで塗ったバスが走ります!!
●今回ペイントするラッピングバスがデザインされたバックです!!

●１２月から３月末まで塗ったバスが走ります。
　代車運行のため常時運行ではないことをご了承ください。

ご応募はこちらの
フォームから!!

●QRコードは
(株)デンソーウェーブの
登録商標です。

先着30名!!

ペイント★ライブ参加者大募集!!ペイント★ライブ参加者大募集!!
事前申込が必要です！

＼デザイン担当! !／

公共交通を守り地球温暖化を
防止するためみんなで
「ノルデ運動」に参加しよう!

バードハット隣接商店街の店舗
をご利用の方へ、近隣駐車場の
「駐車券」を無料進呈します!!
店舗は「新鳥取駅前地区商店街振興組合の加盟店」
となります。店舗利用の際に駐車券をお渡しします。

●ノルデ運動の参加登録のお申し込み、
　および特典サービスに関するお問い合わせはこちら。

★利用方法のお問い合わせ

〒680-8571
鳥取市幸町71番地

（平日9時～17時）

TEL.0857-22-8111

TEL.0857-23-5550

鳥取市役所 交通政策課

新鳥取駅前地区商店街振興組合

●参加登録ができない場合には、
　下記のお問い合わせ先まで。

有効期限：令和3年9月1日～令和4年3月31日まで

〈鳥取市公式ホームーページ〉

有効期限
2021/9/1-2022/3/31

バスを降りるときに提示すると運賃が半額に!!

参加登録はこちら!!

路線バス運賃が半額!!路線バス運賃が半額!!路線バス運賃が半額!!特典

●日時：２０２１年11月２８日（日）１０：30スタート（終了予定15：00）雨天実施

★募集要項

●会場：バードハット（とっとり交通フェスタ会場）

●募集期間：11月22日（月）12:00までに必着
●参加料：０円（無料です！）
●参加対象：大学生以下の方（小学生以下の方は付き添いができます［2名まで］）

●定員：先着３０名（１台１５名×２台：バスは２台あります。振り分けはこちらで行います）

●申込方法：右記のＱＲコードを読み取り、フォームから応募してください。
※応募フォームの必要事項に全て記入をして応募してください。

鳥取城北高校有志のみなさんが特別にデザインしたバスに、みんなでペイント!!

く
る
梨
く
る
梨

下絵に専用のペンキで塗って仕上げます。今年３月に５０名で２台のバスをペイントしました。
今回は「くる梨」、鳥取のまちへのメッセージも込めたオリジナルバスにご期待ください。

①日ノ丸パーキング ②だいそうパーキング
③鳥取駅前駐車場 ④栄町パーキング
⑤アップルパーク

ご利用駐車場

（10時半、12時、13時半の3回に分けて1回5名×2台で行います。）

永美合同事務所

（株）金居商店 鳥取信用金庫 久本木材（株）

野田登記測量事務所

M's 司法書士事務所

私たちはとっとり交通フェスタ ～ みんなの“のりもの”大集合!! を応援しています。

㍿ 三 協 商 会
鳥取・米子・倉吉・津山

機械と資材の総合商社

山陰の明日を創り、未来へ繋ぐ SANKYO GROUP

URL https://www.sankyogrp.co.jp

鳥取営業部鳥取営業部
住所
鳥取市古海620
住所
鳥取市古海620
TEL
0857-22-5155
TEL
0857-22-5155

倉吉営業所倉吉営業所
住所
倉吉市海田西町2-48
住所
倉吉市海田西町2-48
TEL
0858-26-4111
TEL
0858-26-4111

米子支店米子支店
住所
米子市祇園町2-241
住所
米子市祇園町2-241
TEL
0859-32-2123
TEL
0859-32-2123

お客様への誠実とサービス 街・村・町をつなぎ、今日も走り続けます。

日ノ丸自動車株式会社日ノ丸自動車株式会社
鳥取営業所鳥取営業所
住所
鳥取市雲山219
住所
鳥取市雲山219
TEL
0857-23-1122
TEL
0857-23-1122

倉吉営業所倉吉営業所
住所
倉吉市福庭町1-401
住所
倉吉市福庭町1-401
TEL
0858-26-1115
TEL
0858-26-1115

米子営業所米子営業所
住所
米子市目久美町55
住所
米子市目久美町55
TEL
0859-33-9116
TEL
0859-33-9116


