
4/12日
仮面ライダー
スーパーライブ2020
仮面ライダー
スーパーライブ2020
●会場／多目的ホール

7/5日
T-BOLAN
LIVE HEAVEN 2020
「the Best」～繋～

T-BOLAN
LIVE HEAVEN 2020
「the Best」～繋～
●会場／多目的ホール

5/23土
KAN 弾き語りばったり #31
小さい土器みつけた
KAN 弾き語りばったり #31
小さい土器みつけた
●会場／小ホール

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本誌掲載のイベントは中止・延期となっている場合
がございます。開催状況につきましては、各主催者までお問合せくださいますようお願い
いたします。　※本掲載は、3月12日現在の情報です。

米子コンベンションセンター
イベントガイド 42020年 月

4/5日日
第47回鳥取県立米子西高等学校
吹奏楽部定期演奏会

鳥取県立米子西高等学校 ☎0859-22-7421
お問合せ

●時間／【開場】14：00 【開催】14:30～16:30
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／無料（要整理券）

整理券
配布中公演・芸能 4/7日火

SPITZ JAMBOREE
TOUR 2019-2020 “MIKKE”

株式会社夢番地 ☎086-231-3531
お問合せ

●時間／【開場】18：15 【開催】19：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／全席指定 7,000円

公演・芸能

4/9日木
DAICHI MIURA LIVE TOUR
2019-2020
「COLORLESS」Hall Tour

HIGHERSELF ☎082-545-0082
お問合せ

●時間／【開場】17：30 【開催】18：30
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／全席指定 7,700円（完売）

公演・芸能

チケット
取扱い中4/12日日

仮面ライダー
スーパーライブ2020

株式会社山陰放送 ☎0859-33-2111
お問合せ

●時間／午前の部【開場】10：00 【開演】10：30
午後の部【開場】13：30 【開演】14：00

●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／全席指定 3,200円

公演・芸能

4/19日日
ゴールデンボンバー
全国ツアー2020

株式会社夢番地 ☎086-231-3531
お問合せ

●時間／【開場】16:30 【開催】17:00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／【前売り】
全席指定 7,150円（完売）

公演・芸能 4/19日日
米子シネマクラブ第130回例会
「僕たちは希望という名の列車に乗った」

米子シネマクラブ ☎090-8248-9810
お問合せ

●時間／【開場】13：00 ①14：00～②19：00～
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／【会員制】当日入会

大人2,500円、中高生1,500円

公演・芸能

4/13日月
令和2年度入札・契約手続き等に
関する説明会

国土交通省中国地方整備局技術管理課
☎082-511-6145（直通）

お問合せ

●時間／14:00～16:00
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／無料

大会・会議
講演会

4/16日木
第108回一般公開健康講座

鳥取県西部医師会 ☎0859-34-6251
お問合せ

●時間／【開場】13：00 【開催】14：00～15:30
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／無料

大会・会議
講演会

※完売の際はご了承ください

イベントチケット
取扱情報

ビッグシップ開催

EVENT GUIDE



5/3日
鳥取ホルンアンサンブル
第１２回演奏会

鳥取ホルンアンサンブル（飯塚）
☎090-2470-2357

お問合せ

●時間／14：00～16：00 ●対象／一般
●会場／小ホール
●料金／一般1,000円、学生500円

公演・芸能 5/17日日
一般社団法人日本看取り士会
会長柴田久美子講演会と
映画『みとりし』上映会

山陰看取りを考える会（奥野）☎090-8474-3362
お問合せ

●時間／13：00～16：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／前売2,000円、当日3,000円 学生無料

大会・会議
講演会5/16日土

Little Glee Monster
Live Tour 2020
>BRIGHT NEW WORLD<

ユニオン音楽事務所☎082-247-6111
お問合せ

●時間／【開場】17：00 【開催】18：00
●対象／一般　●会場／多目的ホール
●料金／7,500円(完売）

公演・芸能

5/28日木
第１０９回一般公開健康講座

鳥取県西部医師会☎0859-34-6251
お問合せ

●時間／14：00～15：30　●対象／一般
●会場／小ホール　●料金／無料

大会・会議
講演会 5/30日土

福祉の就職フェアとっとり２０２０夏

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉人材部
☎0857-59-6336

お問合せ

●時間／【開場】12：30 【開催】13：15～16：00
●対象／一般　●会場／国際会議室
●料金／無料

展示会
フェア5/23日土

KAN 弾き語りばったり #31
小さい土器みつけた

キャンディープロモーション岡山☎086-221-8151
お問合せ

●時間／【開場】16：30 【開催】17：00
●対象／一般　●会場／小ホール
●料金／5,500円

公演・芸能
チケット
取扱い中

日・祝

Information 

※主催者の都合により、掲載していない催事があります。このご案内は3月12日現在の資料をもとに編成しております。主催者側の都合上スケジュールが変更・中止になることがありますので、ご了承ください。

より安心・安全な施設を目指し、2019年6月より実施した改修工事。
2月には全ての工事が完了し、3月6日、リニューアルオープンを迎えました。
長期に及ぶ工事期間中、ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしましたが、
皆さまのご理解ご協力により無事完了いたしましたこと、深く御礼申し上げます。

携
帯
電
話
か
ら
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

米子コンベンションセンター指定管理者 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー
〒683-0043 鳥取県米子市末広町294番地　Tel（0859）35-8111　Fax（0859）39-0700
URL http://www.bigship.or.jp/　　E-mail management@bigship.or.jp
■ホームページでは施設の利用方法・利用料金、ホールなどの予約状況のご案内や申請書作成、図面のダウンロードができます。
■米子コンベンションセンターでは、地域の皆様方に施設を広く知っていただくため、各種団体ごとに施設見学を受付いたします。
■催事状況により施設見学ができないこともありますので、くわしくは当センターにお問い合わせください。

当センターを会議、催事でご利用のお客様は、ご利用された
すべての時間が無料となります。
割引認証機での手続きは「駐車券」が必要です。当センターをご利用
の際は、必ず「駐車券」をお持ちください。

利用料金
無  料

8:00～22:00 30分/100円
60分/100円22:00～翌8:00

※各会場内の割引認証機に駐車券を
　挿入し、手続きを行ってください。

24時間営業 700台収容

ビッグシップ前立体駐車場（米子駅前簡易駐車場）
最初の1時間 

5月
イベントの
ご案内

お知らせ
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山陰道

内覧会 習熟トレーニング
当館の技術スタッフたちは工事期間中、新しい機械の操作方法を習得すべく日々勉
強。本番を想定したトレーニングを行い、万全の受け入れ態勢でオープンできるよう準
備しました。

オープン直前の2月末には、舞台照明業
者様向けの内覧会を行い、新しくなった
照明設備や吊物機構の仕様を、実際にご
確認いただきました。


