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11 月の毎週土日 午前／午後 各 5 組 （予約制）

秋は皆生プレイパークで新しい BBQ 体験︕
夏は海のレジャーで賑わった皆生に、11 月の土日は BBQ 広場が期間限定でオープン︕
皆生プレイパークにアウトドア気分のタープ（簡易テント）が５つ、その下に本場ア
メリカで人気の本格的 BBQ グリルを設置。お好みの食材と飲み物をお持ち込みいただ
き、グリルで焼いてお腹いっぱい食べて、遊んで、日替わりイベントやプレゼントも。
温泉と海のリゾート・皆生で、ご家族やお友達と素敵な秋の休日をお過ごしください。













Outdoor

本場アメリカンスタイルの BBQ

Activity

内容日替わりの楽しいイベント

Present

屋外で自然を感じながら好きなものを焼い
て食べる BBQ の楽しさは格別。しかも、
山陰では珍しい本場アメリカ WEBER 社の
ガスグリルはボタンひとつで着火、温度調
節が簡単で本格的調理もできるすぐれもの。
ご利用は、午前と午後で各 2 時間、5 組限
定の予約制です。

BBQ Park 当日はスペシャルイベントも開
催。11 月 13・14 日は BBQ 研究家・岩井
慶太郎さんをお招きしての BBQ 実践ワー
クショップ、他にも地元海鮮と猪肉の食材
プレゼントがあり、夕方には星空観察やペッ
トボトルロケットなど。いずれも参加無料
です。

開発 101 年めの皆生温泉では各施設をお得
に利用できる「美湯めぐり帳ライト 101」
を好評発売中。この使い方自由の入浴チケッ
ト 3 枚入りを 1 冊ずつ、さらに米子の特産
品 “白ネギ” を参加者全員にプレゼント︕
絶品のおいしさの一本焼きにしたり、お土
産にお持ち帰りも OK。

皆生温泉入浴券＋名産の白ネギ

企画概要
・開催日時 ︓ 2021 年 11 月 6 日・７日・13 日・14 日・20 日・21 日・27 日・28 日

※雨天決行

・開催時間 ︓ 午前・午後の各 2 時間（入れ替え制／要予約）
午前／ BBQ 利用時間 10:00 ～ 12:00

9 時チェックイン、13:30 チェックアウト

午後／ BBQ 利用時間 15:00 ～ 17:00

14 時チェックイン、18:30 チェックアウト

・参加費 ︓ 1 組（6 名様まで）4000 円

※BBQ 手ぶらプラン

・募集定員 ︓ 午前・午後 2 回 × 各 5 組 ×８日間

1 組（4 名様まで）8000 円

合計 80 組様

・主催 ︓ 米子市観光協会
・企画運営 ︓ Kaike BBQ Park 事務局（株式会社スマイルキューブ）
・企画協力 ︓ 皆生プレイパーク運営委員会 皆生温泉旅館組合
・会場︓皆生プレイパーク

鳥取県米子市皆生温泉 3 丁目 18-3

敷地内に無料駐車場あり

イベント情報
イベント内容が続々決定。最新情報は米子観光ナビ公式 facebook で発表︕
11/6（土）7（日）27（土）28（日） 10:00 ～
地元の海鮮食材をプレゼント

11/6（土）7（日）20（土） 16:30 ～
星座早見表を使って星空観察

BBQ Park の最初と最後は、新鮮な魚介を無料でお裾分け。
各自で持ち込んだ肉や野菜などの食材と合わせて、ちょっ
と豪華な海鮮 BBQ はいかがですか。配布プレゼントは各
日午前と、最終 27 日は午後の回にも配布があります。

プレイパーク内に Vixen 社の高性能の天体望遠鏡を設置。
日没時間が早くなる 11 月の夕方、オリジナルの星座早見
表を参考に見える星を探してみませんか。
「星取県」鳥取
ならではの素敵な体験が無料で楽しめます。

11/13（土）14( 日 ) 13 日 15:00 ～／ 14 日 10:00 ～
岩井慶太郎 BBQ 実践ワークショップ

東京を中心に全国で活躍する BBQ 研究家の岩井慶太郎さんをお招きして、一緒に焼いたり食べたり
しながら「美味しい BBQ のコツ」と「楽しい BBQ の仕組み」を教わるワークショップ。BBQ 時間
に合わせて 13 日午後と 14 日午前の 2 回実施予定です。

11/20（土）21（日） 10:00 ～
とっとりジビエ猪肉プレゼント

11/21（日）28（日） 15:00 ～
ペットボトルロケット

海と山の幸、両方を楽しめるのが自然豊かな鳥取の食。
古来「ぼたん」の別名で親しまれてきたイノシシ肉は、
低カロリー高タンパクで体に良い栄養素もたくさん。簡
単なアンケートに答えて、BBQ で試食してみませんか。

お腹いっぱいになった子どもたちは思いきり遊びたいも
の。広いプレイパークでペットボトルロケットを空に向
かって飛ばします。飛ぶ仕組みがわかれば、
楽しさも倍増。
ロケットは完成済みのものを使用します。

各アクティビティの詳細は事務局にお問い合わせください

BBQ プラン
プラン名称

価格

リサイクル料

プラン人数

１名追加料金

BBQ ベーシックプラン
3,500 円

500 円

・入場料
・BBQ グリル（2 時間）
・トング他 BBQ 付随備品
・簡単タープ（3ｍ×3ｍ）

6 名様まで

(小学生・幼児も
人数に含む )

※テーブル・椅子、食器等適宜
お持ち込みください

手ぶら BBQ プラン
7,500 円

500 円

(

４名

追加料金で
6 名まで可能



)

プランに含まれるもの

1,000 円

(小学生未満・
幼児は無料 )

食材だけ持ち込めば OK ︕らくらくオシャレな手ぶら BBQ プランも

・入場料
・BBQ グリル（2 時間）
・トング他 BBQ 付随備品
・簡単タープ（3ｍ×3ｍ）
・スノーピーク ワンアクションテーブル 1 台
・スノーピーク ワイドチェアレッド人数分
・皿２種類、グラス 2 種類
・はし、ナイフ、フォーク、スプーン セット
・白バラシェラカップ人数分
・砂丘スパイス（お持ち帰りプレゼント）

全体ルール
□
□
□
□
□

食材は各自ご用意ください。会場から徒歩 10 分圏内に最寄りスーパーがあります
予約者のみ入場可能。設置 BBQ グリル以外のコンロ等はお持ち込みいただけません
所定場所以外では火気厳禁（花火等はできません）
原則禁煙。喫煙は指定のスペースでお願いします
ペットＯＫ。要申告、リードつき、糞尿は各自でお片付けください

□
□
□
□
□

カード利用はオンライン予約のみ OK。現地では現金お支払いとなります
飲酒される場合には必ずハンドルキーパーをご用意ください
チェックインは 1 時間前から。撤収は時間内にお願いします
ご利用人数は正しく申告してください
チェックイン／チェックアウト／ご利用のルールをお守りください

ご予約・お問い合わせ
Kaike BBQ Park 事務局（株式会社スマイルキューブ）
メール︓kaike-event@smile-cube.jp
お電話︓070-2161-3315（10:00 ～ 19:00

火曜定休）
オンライン予約
こちらより

