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■主催 ： （株）サンインマルイ、NPO法人マルイ・エンゲージメントキャピタル
■共催 ： （株）マルイ、（株）エスマート、チュウブ鳥取砂丘こどもの国
■後援 ： 鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、大山町、鳥取県教育委員会、岡山県教育委員会、山陽新聞社、新日本海新聞社、
　　　　山陰中央新報社、BSS山陰放送、日本海テレビ、（公財）とっとり県民活動活性化センター

ＭamHeartカード、
または無料入園券持参で
大人の入園料も無料に！

通常、土日は小学生から大学生は「こどもの国」
への入園が無料となりますが、ＭamHeartカー
ド、または「無料入園券」を切り取って持参する
と、イベント期間中は大人の方も入場が無料にな
ります！

■イベント全般に関するお問い合わせ

マルイの食育 検索

https://www.maruilife.co.jp/

◎鳥取駅前よりバス２０分「砂丘」行・「岩井」行乗車
　「こどもの国入り口」バス停より徒歩１０分
◎鳥取周辺観光ループバス「ループ麒麟獅子」でも
　お越しいただけます。
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鳥取砂丘
こどもの国

2022 とっとり
GOOD FOOD MARKET
MARUCOLLA

11/5（土）・11/6（日）

無料入園券
※本券を切り取ってご持参ください　※1名様・当日限り有効　※コピー利用可

本券は上記の2日間に限り使用可能です

大人・個人

2022年
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マ ル コ ラ

2022 とっとり GOOD FOOD MARKET

来年５月で

周年50

〒６８０－０００１ 鳥取県鳥取市浜坂１１５７－１
TEL 0857－24－2811  

会場

新型コロナウイルス
感染症対策について

●当日はマスクを着用してください。　●入場前に検温を行います。37.5度以上の熱がある方は、入場できません。また、当日、体調が悪い方は来場を控えてください。　●手指消毒、咳エチケットにご協力をお
願いします。　●会場内では、ソーシャルディスタンスを心がけてください。　●エリア内に飲食スペースを設けています。飲食は決められた場所で取っていただくようお願いいたします。　●新型コロナウイル
ス感染症の流行の状況により、中止となる場合があります。中止となった場合は、ホームページ上で報告します。　●リストバントを配布いたしますので会場内では必ず装着をお願い致します。

MARUCOLLAMARUCOLLA
start 10：00～ close17：00 start 10：00～ close16：00

鳥取砂丘こどもの国の開園は９：００です。〈※雨天決行〉

3年半ぶりに開催！

会場

『フードマーケット
』

ゾーン

食品メーカー各社に
よる鳥取産食材を

ふんだんに使った
メニュー提案や、趣

向を凝らしたワーク
ショップなど。マル

コラならではの企画
が満載です。

『ローカルフード
マーケット』ゾーン

県内全域から、旬の美味しいもの、こだ
わりの逸品が勢ぞろい。スイーツ、丼＆
麺、加工食品など充実のラインナップ！

マルコラSDGs
クイズラリー

マルコラ会場内に設定してある「SDGｓクイズ」にチャレンジ！ すべてのクイズに答えると会場内で使える商品券がもらえます。（小学生以下：各日先着200名）

ステージ・パフォーマンス
ステージでの生ライブやＢＳＳアナウンサーのトークショーなど、多彩なイベント・企画を予定しています。

『体験ワークショッ
プ』

ゾーン
料理教室や子育て

＆クラフトワークシ

ョップなど、食を中
心とした楽しい体験

企画がいっぱい！

Tシャツアート展
鳥取市立浜坂小学校の生徒が描いたTシャツアートが、秋空にたなびきます。

株式会社マルイ 営業本部 食育推進室
TEL 0868-35-3750〈受付時間 9：30～17：00（平日）〉

SAT11.5 SUN11.6★



Eat place
（食事可能）

◀国道９号線 鳥取市街▶

SL（D-51）

入口ゲート

そうぞう館

わんぱく広場

オアシス広場

『ローカルフード
マーケット』ゾーン❷

本部・ステージ
『フードマーケット』ゾーン
『ローカルフードマーケット』ゾーン❶
『体験ワークショップ』ゾーン

多目的ホール

ドリーム
キャッスル

Eat place
（食事可能）

●エバラ食品工業（株）
●味の素（株）
●（株）伊藤園
●（株）ロッテ
●アサヒ飲料（株）
●味の素AGF（株）
●エスビー食品（株）

「横濱舶来亭カレーフレーク」を使ったビーフカレーの試食
とっとり勝ち飯®と鳥取産白ねぎを使用した卵スープの試食
伊藤園のイチ押し体験コーナー
サンタさんに手紙とお菓子を添えて感謝を伝えよう ！
クイズ大会・カルピス®体験、はじめての三ツ矢サイダー体験
ブレンディコーヒーと豆乳を使用したソイオレの試飲
７種のスパイスでオリジナルカレーブレンド体験

●大塚食品（株）
●オタフクソース（株）
●オハヨー乳業（株）
●カゴメ（株）
●カルビー（株）
●サントリーフーズ（株）
●東洋水産（株）
●日清オイリオグループ（株）
●ネスレ日本（株）
●ハウス食品（株）
●ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱
●（株）ますやみそ
●三菱食品（株）
●（株）明治
●雪印メグミルク（株）
●（株）シマヤ
●国分西日本（株）
●キッコーマン食品（株）
●カバヤ食品（株）
●大塚製薬（株）
●（株）日本アクセス
●大山乳業農業協同組合
●日清食品（株）

プラントベースフードの大豆で学ぶSDGs
広島お好み焼きの販売
牛乳３種の飲み比べ
ベジチェック®を使った「推定野菜摂取量」の測定会
フルグラを使った簡単朝食の提案
カフェベースなどの飲料試飲
「マルちゃん パリパリ無限キャベツのもと」の試食
若鶏のサクサク味変唐揚げの提案
ネスカフェ エコ＆システムパック 空き容器を使った工作教室
地産地消メニューの提案
レモンの健康効果セミナー
無加糖甘酒の試飲と甘酒レシピの提案
「糖質」と「たんぱく質」健康な体作り教室
牛乳セミナー＆親子で作る牛乳パックホルダー工作体験
焼いてもおいしい！？ ６Pチーズの新しい食べ方体験！
「だしシャカポテト」の試食
「結の水」と北海道産小豆を使ったおしるこ・ぜんざいの試食
おいしく楽しく、和ンプレートをつくろう！
オリジナル「ほねほねザウルス」作り
クイズで学ぶ「大豆の力と栄養」 ※クイズはお子様対象
ネスレミロと大人のミロの牛乳と豆乳割りの試飲
ヨーグルトの試食、牛乳の試飲、チーズの販売
「カレーメシ」の試食

●銘木工房ゆらぎ［5日（土）のみ］
●TUKURURURU♪［5日（土）のみ］
●歯っぴぃーほっとスマイル
                        ［6日（日）のみ］

●アカゲラブックス［6日（日）のみ］

智頭杉を使ったスクエア時計作り
パステルアート＆ぷよ玉ルームフレグランス作り

輪投げ＆エプロン絵本の読み聞かせ 

おすすめアカゲラ文庫

●（株）サンインマルイ 販売部 
●（特非）マルイ・エンゲージメントキャピタル
●（株）サンインマルイ 商品部
●（株）エスマート
●焼肉どばし
●キッチン＆カフェ プランタン
●山田三毛猫 with パルマ
●（株）やまね屋
●ヨーロッパ屋台　OTTO
●グリルダイバーnut'710
●多幸福             ［5日（土）のみ］
●Hunts Kitchen［6日（日）のみ］
●イブキ ファーム ［6日（日）のみ］

マルイのLINEミニアプリのご紹介ほか
寄附付き商品紹介とSDGsの取組紹介
味彩鶏モモ肉を使用した唐揚げ
あごだし牛肉うどん、鳥取カレーうどん
東伯和牛を使った焼肉メニュー
ローストビーフ丼、唐揚げ、牛串 など
独自の具を包んだオリジナルブリトー
焼きさば寿司、肉巻きおにぎり など
ランゴシュ、グリルソーセージ など
星空舞米粉チュロス、炭火焼肉、カレー
たこ焼き、大判焼き
ロースト鹿丼、鹿肉カレーうどん など
たまごかけごはん など

●NPO法人鳥取誠之会
●まるた
●（株）コンセプト
●ボブズ
●日光屋シュガーマジック
●mashCAFE
●espaciofeliz
●sun in まひろ
●Es’shrimp
●CAFÉ DATCHA
●鳥越どんづまりハウス
●マロンハウス
●幸甚縁
●Beach Cafe “ALOHA“
●DAN DAN
●射的屋ウッチー
●くじら

焼きそば
砂丘バクダン、ロングポテトほか
小籠包、焼きラーメンほか
リンゴ飴、ホットドッグ
わたあめ、エッグトーストほか
グリーンカレー×グリル野菜ほか
焼鳥、豚串焼き
ジャンボ唐揚げ、フランクフルトほか
韓国チキン、モッツァレラフライほか
クレープ
岩魚の塩焼き、鹿肉焼肉丼ほか
パン、肉まん
肉巻きおにぎり、串焼きほか
ベーコンステーキ、たまごピザほか
イカ焼き
射的
くじ引き、ぷよぷよすくい

『フードマーケット』ゾーン 『ローカルフードマーケット』ゾーン

『体験ワークショップ』ゾーン

  9：50～10：00
10：00～10：15　
11：00～12：00　
13：00～13：30　
14：00～15：00　
15：30～16：00

開会式
城北太鼓クラブ
じゃんぐる☆じむ
ＢＳＳアナウンサー
じゃんぐる☆じむ
ＢＳＳアナウンサー

〈和太鼓演奏〉
〈ＬＩＶＥ〉
〈トークショー＆リポート〉
〈ＬＩＶＥ〉
〈トークショー＆リポート〉

５
日（
土
）

10：00～10：30　
11：00～12：00　
12:30～13：00
13：30～14：30
15：00～15：30

おどり屋 笑颱
竹本ネコ
ＢＳＳアナウンサー
竹本ネコ
ＢＳＳアナウンサー

〈よさこい・すずっこ踊り〉
〈ウクレレ演奏〉
〈トークショー＆リポート〉
〈ウクレレ演奏〉
〈トークショー＆リポート〉

６
日（
日
）

ステージテント Time Schedule 

入口ゲート
パネル展示コーナー
●（株）サンインマルイ
●食のみやこ鳥取県
●鳥取県内学校の活動紹介

マルコラSDGｓクイズラリー

多目的ホール

忍者屋敷の秘密を探れ！
チュウブ鳥取砂丘こどもの国

忍者の気分になってダンボール迷路に挑
戦しよう！（参加無料）

そうぞう館

ドレッシング活用術を知ろう！
親子で料理教室
ドレッシング活用術を知ろう！
親子で料理教室
１回目／12：00～13：00
２回目／15：00～16：00
参加料／ひと組 500円
小学生以上の親子ペア
６組（要予約）
※当日若干名受付

キユーピー（株）・アヲハタ（株）

2日間とも

2日間とも

2日間とも

１回目／10：30～11：30
２回目／13：30～14：30
参加料／300円
　各回12名（要予約）
※当日若干名受付

ハンドドリップでのおいしいコーヒーの淹れ方

ＵＣＣ上島珈琲（株）

ＵＣＣコーヒーセミナー

①事前申込／11月2日（水）午前中締切
　申込は（株）マルイ 食育推進室まで 
②当日受付／各日、体験企画開催時に、正門付近
　体験受付にてお申込みください。 
※事前申込、当日受付とも、定員に達し次第受付終了
となります。

鳥取市立浜坂小学校×マルコラ

Ｔシャツアート展
浜坂小学校の高学年の児童
による「大好きな鳥取産の食
べ物」をテーマに描いたＴ
シャツアートを展示します。

鳥取市保健所の管理栄養士
から、朝食や野菜について楽
しく学べるコーナーです。

マルコラ会場内に設定してある「SDGｓ
クイズ」にチャレンジ！
すべてのクイズに答えると、（株）マルイ
商品部と（株）エスマートのブースで使
える商品券（100円分）がもらえます。
（小学生以下：各日先着200名）

松柏学院　倉吉北高等学校　調理科・調理クラブ

出し巻き卵・パスタ・スープの販売
調理師免許取得に向け、日々
勉強を頑張っている倉吉北
高 調理クラブがプロ顔負け
の料理を提供します。

鳥取市保健所　健康・子育て推進課

鳥取市食育体験コーナー
ＢＳＳ山陰放送

●BSSキャラクター「ラッテちゃん」と
　一緒に撮影会
●エコバッグでお絵かき体験
BSSのアナウンサーもラッテちゃんと一緒に会場
を盛り上げます！

アサヒビール（株）

［スマドリ=スマートドリンキング］セミナー
自分の体質や気分、シーンに合わせて、適切なお酒やノンアルコールドリンクをスマートに
選べる時代へ。飲み方の多様性を推進する、アサヒビールからのご提案です。
※20歳以上限定、当日ブースにて受付
１回目／11：00～、２回目／12：00～、３回目／14：00～　各回１２名まで

（株）Mizkan お酢のお勉強会と
食酢飲料の試飲会
お酢の豆知識クイズのほか、食酢飲料の試飲を
行います。　※当日ブースにて受付
１日９回実施　各回１２名まで

キング醸造（株）×丸徳海苔（株）×藤徳物産（株）

海苔・みりんの勉強教室
海苔とみりんに関するワークショップ、簡単炊き込み
ご飯の試食など　※当日ブースにて受付
１回目／10：30～、２回目／11：30～、３回目／
13：00～、４回目／14：00～、５回目／15：00～
各回５組（１組最大３名まで）

【NPO法人鳥取誠之会】

「そうぞう館」体験企画申込について 

SDGｓ
ってなに？

こどもの国は来年５月５日で

周年50

１回目／10：00～12：00
２回目／13：00～15：00

■イベント全般に関するお問い合わせ
マルイの食育 検索

https://www.maruilife.co.jp/株式会社マルイ 営業本部 食育推進室
TEL 0868-35-3750〈受付時間 9：30～17：00（平日）〉

飲食は「Eat place（食事可能）」のエリア
で取っていただくようお願いいたします。な
お、「Eat place（食事可能）」にテーブル、
イス等をご準備いたしますが、席数に限りが
ございますので、レジャーシート等を持参い
ただき空いてるスペースにてお食事をお楽
しみください。　
※わんぱく広場、オアシス広場以外の場所は
　すべて食事可能です。

を超える、食と体験のブースが勢ぞろい♪ 地元産品やフードの販売はもちろん、
新しい食の提案やワークショップ、体験企画など盛りだくさんの内容です！80 を超える、食と体験のブースが勢ぞろい♪ 地元産品やフードの販売はもちろん、
新しい食の提案やワークショップ、体験企画など盛りだくさんの内容です！80

５日（土）のみ


