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2021夏 野人プロジェクト
スタートにあたって

日頃のご支援・ご声援に心より感謝申し上げます。

今夏もガイナーレ鳥取では、新戦力獲得のための寄付

プロジェクトとして「野人プロジェクト」を実施することになりました。

2014年から鳥取県に任命いただいている「鳥取県代表監督」としても

本プロジェクトを通じ、鳥取の豊富な名産品や観光素材を広めていけ

たらと思っております。今回は世界に誇る「山陰海岸ジオパーク」に

注目し、豊かな食の恵みが育まれる背景も併せてご紹介します。

「ジオグルメ」に舌鼓を打ちながら、山陰の地に思いを馳せて

いただければ幸いです。　

 ガイナーレ鳥取 代表取締役GM   　 

鳥取県代表監督　岡野　雅行

砂丘・砂洲・ラグーン リアス海岸・岩石海岸

滝・渓谷 地すべり地

科学的にみて特別に重要で貴重な、あるいは美しい地球活動遺産を複数含
む自然公園のひとつです。また、貴重な遺産を教育、観光、産業などに
活用することによる地域の活性化を目的としています。

地球のダイナミックな活動を記録する山陰海岸ジオパーク
日本列島が大陸の一部であった時代から日本海が成立し、現在にいたるま
での地球の歴史が、山陰海岸ジオパークに分布する岩石や地層に残されて
います。

山陰海岸ジオパークの多様な景観と人々の暮らし
山陰海岸ジオパークでは、さまざまな岩石や地層、多彩な海岸地形、内陸
の滝や渓谷など、貴重で美しい景観を見ることができ、それらを活かした
特色ある暮らしが営まれています。

福部砂丘でのラッキョウ栽培
（鳥取市）

浦富海岸でのシーカヤック体験
（岩美町）

雨滝での「因幡の傘踊り」
（鳥取市）

横尾棚田
（岩美町）

かつては農耕用として、現代のトラクター兼トラックとして活躍し
ていた但馬牛。山々に囲まれた但馬内陸部では峠を越えた牛の交
配が困難だったため、谷あいの中だけで交配が続けられました。
こうして生まれた谷独自の優良な血統を掛け合わせ、松阪牛や近江
牛といったブランド牛の素牛「但馬牛」が生まれました。また、冬
の寒さなど山陰海岸の気候・風土も高品質な和牛を育む要因と
なっています。

海底地形が複雑な日本海では、ズワイガニと紅ズワイガニという2
種類のカニを楽しむことができます。水深約100～500mに生息
するズワイガニ、水深約500～2500mに生息する紅ズワイガニ
はそれぞれ特有の美味しさを有します。海底地形の複雑さはカニ
の棲み分けをはじめ、水産資源の多様さにもつながっています。

砂丘地は砂粒の大きさが比較的揃っていて固さも一定であり、水は
けがよく肥料のコントロールもしやすいことから高品質の果物が育
ちます。山陰海岸では梨、ぶどう、メロン、桃などが栽培され、みず
みずしくもしっかりした果肉を楽しめます。砂丘地だけでなく、丘陵
地や山の斜面等でも、梨や桃が多く栽培されています。

京都府

兵庫県

鳥取県
鳥取市

岩美町

香美町

豊岡市

京丹後市

新温泉町

山陰海岸ジオパークエリアと主な施設MAP

ジオパークって？

山陰特有の風土に育まれた
多様な「食」、そのうまさには
理由があります。

天然記念物 鳥取砂丘
東西16km、南北2.4kmに広
がる海岸砂丘。

雨滝
高さ40mの瀑布と岩肌の調和が
美しい「日本の滝百選」の一つ。

山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

山陰海岸ジオパークの魅力を
様々な資料や映像で紹介。

新温泉町
山陰海岸ジオパーク館
たくさんの岩石や化石が展示
され、実験コーナーも充実。

天然記念物 玄武洞
約160万年前の噴火でできた柱状
節理が美しい玄武岩の大露頭。

名勝 浦富海岸
日本海の荒波に花崗岩が侵食
された奇岩・洞門が見られる白
砂青松の地。

湖山池
湖山砂丘（鳥取砂丘の一部）
により、内陸側に残された潟
湖。周囲18km、面積6.9㎢、
平均水深2.8m。

山陰海岸国立公園
鳥取砂丘ビジターセンター
海岸砂丘の成り立ち、風紋（ふ
うもん）等、砂と風が生み出す
現象を展示。

立岩
柱状節理が美しい高さ20mの
巨岩。砂洲で陸とつながる。

ちゅらふる
ガイナーレ鳥取では社会連携活
動（Jリーグシャレン！）の一環
として、鳥取の自然環境をテー
マにした地域環境美全プロジェ
クト『ちゅらふる』を行ってい
ます。2020年は、県内企業・
団体等と共働で山陰海岸ジオ
パーク内3カ所の「ビーチク
リーン活動」を実施しました。
今後も豊かで美しい鳥取の自然
を守り、次世代に継承するべく
活動を続けてまいります。

2020年10月4日　東浜海水浴場（岩美町）
ビーチクリーン活動
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ズワイガニ
紅ズワイガニ
べに
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但馬牛



ご寄付のみ

5,000円
私たちの故郷を大切に
大きな発展を目指して

御礼品ご送付なし

お申し込み方法

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●WEB クレジットカード

現金・クレジットカード

●ご来社 現 金

●ホームゲーム

ガイナーレ鳥取公式HP「2021夏 野人プロジェクト」特設
ページよりお申し込みください。

（株）SC鳥取（東部事務所・西部事務所）にてお申し込みください。

ホームゲーム特設ブースにてお申し込みください。

株式会社SC鳥取 東部事務所

お問い合わせ先

〒680-0903
鳥取県鳥取市南隈418
TEL0857-30-3033
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但馬玄（たじまぐろ）焼肉セット

38,000円［送料込］冷凍

「全ての和牛は『但馬牛』に通ず」と言われる「松坂牛」「神戸牛」「近江牛」など全てのブラ
ンド牛の母、但馬牛。その但馬牛の中でも一線を画す、究極の但馬牛「但馬玄（たじまぐ
ろ）」の焼肉セットです。希少部位の入った野人プロジェクトオリジナルのセットとなってい
ます。不飽和脂肪酸（魚に近い脂）を多く含み、融点が低く口溶けが良い脂身と、必須ア
ミノ酸を多く含む赤身の深い風味をぜひご体感ください。

辿り着いた答えは「いかに牛を健康に
するか」ということ。そば・ごま・あわな
ど天然素材を中心とした餌を与え、夏
は広いスキー場で放牧します。

惜しみない愛情と手間をかけて育て
られた上田畜産の但馬牛「但馬玄
（たじまぐろ）」は、多くの共進会・品評
会の受賞歴を誇ります。

但馬玄希少部位200ｇ（イチボ、ヒウチ、ミスジ） ※指定はできません
ロース200ｇ、カルビ200ｇ、モモ200ｇ、焼肉のたれ1本

株式会社上田畜産

但馬玄（たじまぐろ）
100%ハンバーグ・中おちカルビセット

22,000円［送料込］

究極の但馬牛「但馬玄（たじまぐろ）」100％の手作りハンバーグと中おちカルビのお得なセット。
あふれる肉汁とほとばしる旨みのエキスがたっぷりの最高の材料で作り上げられた至高のハンバーグ
です。骨の周りの中おちカルビは、旨みエキスたっぷり！特製もみダレに漬け込んで真空包装冷凍
しています。フライパンでコロコロ転がしながら焼いてお召し上がりください。

但馬玄100%ハンバーグ4個、中おちカルビ500ｇ、焼肉のたれ1本

株式会社上田畜産

大山芳醇豚バラ・ローススライス

11,000円［送料込］冷蔵

鳥取県産豚の中でも、厳選された最高ランクの「大山芳醇
豚」。大山山麓の伏流水で育った香り豊かな豚肉が驚きの2kg
（バラ1kg、ロース1kg）！冷しゃぶ、生姜焼き、炒め物等、何で
も使える便利なスライスです。

2kg（バラスライス、ローススライス各1kg）

株式会社はなふさ

消 費 期 限 4日間（発送日含む）

鳥取の海の幸 干物詰め合わせ

11,000円［送料込］

言わずと知れた高級魚ノドグロのほか干物6種が24枚たっぷり
入った、プロジェクト開始から人気を誇る定番セットです。鳥取
県境漁港から直送！ご家族、ご友人への贈り物にいかがですか？

ノドグロ、カレイ、開きアジ、ハタハタ（各×5）
スルメイカ、塩サバフィーレ（各×2）
※商品の内容は変更になる場合があります

山陰旋網漁業組合 さんまき漁協直売店

ボイル紅ズワイガニ

11,000円［送料込］

鳥取といえば、やっぱり蟹！紅ズワイガニ水揚げ量日本一の「蟹
取県」境漁港でまるごと姿のままボイルされた紅ズワイガニを
山盛りでお届けします。大満足の味とボリュームに舌鼓を打っ
てください！

５～８枚（枚数は大きさによって異なります。）

株式会社マルツ

シャインマスカット

11,000円［送料込］冷蔵 11,000円［送料込］

糖度が高く、爽やかなマスカットの芳香を持つ高級葡萄です。
果皮が薄くて柔らかいため、皮ごとまるごと食べられます。大粒
で口に頬張るとパリッと弾ける食感と、口いっぱいに広がる濃
厚な甘みが特徴。一度食べたらやみつきになる近年大人気の
品種です。

2kg（秀 3～5房）

JA全農とっとり

出荷予定日 9月上旬～中旬 締切日 9月3日（金） 出荷予定日 8月下旬～9月中旬 締切日 9月3日（金）

二十世紀＆新甘泉詰め合わせ
鳥取県が生産量日本一を誇る青梨の王様「二十世紀」と、二十
世紀を親に持つ鳥取県生まれのオリジナル品種「新甘泉」を一
緒に味わえる詰め合わせ箱。「二十世紀梨」はシャリシャリとし
た歯ごたえとみずみずしさ、「新甘泉」は酸味が少なくほとばし
るような甘さが自慢です。

3kg（6～8玉）

大石果樹園

大江ノ郷自然牧場 スイーツセット

11,000円［送料込］冷蔵

一個100円の高級卵「天美卵」をたっぷり使用した大人気の
スイーツをセットにしました。子どもからお年寄りまで大好きな
プリンやバウムクーヘンを囲んで笑顔あふれるブレイクタイ
ムを。ギフトにもどうぞ。

卵Mサイズ×10、タルト×4、大江ノ郷ぷりん×4
バウムクーヘン×1

大江ノ郷自然牧場

賞 味 期 限 4～14日間（発送日含む）※商品によって異なる

100箱
限定

100箱
限定

※お振込みも承りますので
　お問い合わせください。

鳥取県代表監督が選ぶ
厳選御礼品！

白イカ・甘エビ
詰め合わせ　

11,000円［送料込］

日本海で漁獲された白イカ、甘エ
ビをとれたて新鮮のまま急速冷凍
しました。お刺身で召し上がってい
ただけます。イカ類の中で最高の
旨味を誇る白イカは血圧降下、肝
臓機能強化作用のあるタウリンを
多く含み、低カロリー・高タンパク。
山陰海岸ジオパークが育んだ、海
の幸の旨みと甘みを存分にご堪能
ください。

白イカ3、4本（400g前後）
甘エビ約800g

賀露中央海鮮市場協同組合
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冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

明治安田生命J2リーグ昇格を目指して戦うガイナーレ鳥取に、
ご支援金をお寄せいただいた皆様に御礼品をお送りいたします。
山陰海岸ジオパークの恵み「ジオグルメ」3種と人気の御礼品
6種をラインナップしました。

J２昇格を目指します！


