パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

遊 鳥取市歴史博物館

遊 買 城下町とっとり交流館 高砂屋

樗谿公園傍にあり、鳥取藩と城下町を中心
に歴史や文化を展示。企画・特別展も開催。

明治期、綿商いで繁盛した商家を街の交流
の場として整備した施設。国の登録有形文
化財。

入館料20％割引

※1グループ5名まで
※他の割引券との併用不可。
※ただし（公財）鳥取市文化財団鳥取歴史博物館主催事業に限る。

[住] 鳥取市上町88 [電] 0857-23-2140
[営] 9:00〜17:00（最終入館は16:30）
[休] 毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、祝日の翌日、年末年始

ほうじ茶のサービス（喫茶室）
※1グループ2名様まで

[住] 鳥取市元大工町1番地 [電] 0857-29-9024
[営] 9:00〜17:00（2階貸室（有料）は21:00まで）
[休] 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）年末年始12月29日〜1月3日

遊 わらべ館

渡辺美術館

子どもには新しく、大人には懐かしい。童
謡・唱歌とおもちゃのミュージアム。

貴族から庶民が愛用した古美術品3万余
点を収蔵する国内に類を見ない美術館で
す。

一
般 900円➡700円
大・高 生 500円➡400円
中・小学生 300円➡200円

大人 入館料20％割引
※1グループ5名様まで
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市西町3丁目202 [電] 0857-22-7070
[営] 9:00〜17:00（最終入館16:30）
[休] 第3水曜日
（8月無休）、年末年始（12/29〜1/1）

[住] 鳥取市覚寺55番地 [電] 0857-24-1152
[営] 土・日及び祝祭日 10:00〜17:00 月・水・木・金 10:00〜15:00
[休] 火（祝祭日の場合は開館、翌日休館）年末年始（12月30日31日/1月1日2日）

遊 鳥取砂丘こどもの国

遊 ゼロ パラグライダースクール

鳥取砂丘近く、大型玩具で遊んだり、工房
で工作したり、親子で思いっきり楽しもう！

障害物がなく柔らかい砂地の砂丘で30年
以上の実績のプロが教えるので初心者で
も安心。

入園料2割引

※大人のみ 他の割引との併用不可

[住] 鳥取市浜坂1157-1 [電] 0857-24-2811
[営] 9:00〜17:00
[休] 毎月第2水曜日 8月は無休 年末年始12/29〜1/1

500円割引

※4〜6月中の平日（土、日、祝日以外）のみ有効
（G W中は割引なし）

[住] 鳥取市浜坂1-16-45-2
[電] 0857-29-9098
[営] 9:00〜19:00
[休] 年末〜2月末まで休校 左記以外無休（但し悪天候の場合は講習中止）

遊 鳥取砂丘パラグライダースクール

遊 砂丘YOGA

気分爽快！鳥取砂丘を飛んでみよう。早朝
から夕方まで、都合のいい時間にぜひどう
ぞ。

ヨガやSUPヨガ体験で、大自然のエネル
ギーを充電。ヨガの後にはランチにカフェ
も充実。

「砂丘モアイ」プレゼント
鳥取砂丘サイクリング1,000円OFF
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市東今在家123-31-103
[営] 電話受付 6:00〜22:00
[休] 不定休

[電] 0120-963-798

トリパス利用で
砂丘YOGAオリジナルポストカードプレゼント

※砂丘ヨガおよびサップヨガ体験の方にもれなくプレゼント。

[住] 鳥取市福部町湯山2164-804 レイガーデン（集合場所）
[電] 080-5756-4450
[営] プログラムによって異なる
[休] 火・水

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

遊 浜湯山果実組合

遊 砂丘のなし屋さん（山湯山果実組合）

鳥取砂丘「ふくべ梨狩街道」には当組合員
の梨狩直売所がズラリ。おいしい梨をどう
ぞ。

鳥取を代表する二十世紀梨をはじめとする
秋の味覚を腹いっぱいご堪能下さい。

梨狩入園料 1人 200円引き
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市福部町湯山（浜湯山地区）
[電] 0857-20-2231（砂の美術館）
[営] 9:00〜16:00
[休] 梨狩シーズン中（8月下旬〜9月下旬）無休

2名以上入園の方 1名様分サービス
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市福部町湯山687 [電] 0857-75-2226
[営] 9:00〜16:00（8月下旬〜11月上旬）
[休] 期間中無休

遊 鳥取砂丘 砂の美術館

買 砂の美術館売店

鳥取砂丘の一角に世界トップクラスの砂像
彫刻家が創り出した砂像を展示する屋内
美術館。

県東部の物産品や地元農産物をはじめ、砂
の美術館グッズを取り揃えております。

観光パスポート提示で団体割引価格を適応
大人 600円➡500円 小中高校生 300円➡200円

※1グループ毎、他券併用不可
※20名様以上の場合は、パスポートの提示の有無にかかわらず団体割引価格となります。

[住] 鳥取市福部町湯山2083-17
[電] 0857-20-2231
[営] 9:00〜18:00
（最終入館17:30）
[休] 展示期間中は無休（H29.4/15〜H30.1/3）

3,000円以上のお買い物で5％割引
※1グループまで
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市福部町湯山2083-17
[電] 0857-54-1675
[営] 9:00〜18:00（砂の美術館休館中は17:00まで）
[休] 無休

買 食 砂丘センター

買 食 砂丘会館

昨年グランドオープンしました。リフトで砂
丘まで楽々5分！お食事お買い物もできま
す。

市営駐車場の目前、鳥取砂丘中央入口に
位置する砂丘観光に一番便利な施設です。

観光リフト割引き

大人往復 300円➡200円
小人往復 200円➡150円
※グループでご利用いただけます。
※天候により運休する場合がございます。

[住] 鳥取市福部町湯山2083
[営] 8:30〜17:00
[休] 年中無休

[電] 0857-22-2111

売店商品1,000円以上お買上げで10％割引
※入店店舗での利用不可
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市福部町湯山2164
[営] 7:00〜18:00
[休] 無休

[電] 0857-22-6385

買 砂丘フレンド

買 味の散歩道 まえた

砂丘が目の前に有り、雄大な大砂丘と日本
海が一望できます。

ガラス張りの見る工場から作る各種ちく
わ、天プラなど地元特産品を製造、直接販
売。

1,000円以上の買い物で5％引き

※1グループ3名様まで
※他割引と併用不可
※レストラン利用不可

[住] 鳥取市福部町湯山2164-808
[電] 0857-22-8348
[営] 8:30〜17:00
[休] 無休

商品お買上げでちょっぴりプレゼントあり
1,000円以上お買上げで5％割引き
※酒、たばこ除く／他割引と併用不可

[住] 鳥取市福部町海士20-1
[営] 9:00〜17:00
[休] 元旦のみ

[電] 0857-74-3211

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

食 泊 味覚のお宿 山田屋

食 路庵 かろばんや

鳥取港で水揚げされた四季折々の新鮮な
海の幸を使った料理でおもてなし。

海鮮料理をリーズナブルに!!落ち着いた店
内でゆっくりとおくつろぎいただけます。

宿泊代より5％OFF

※1グループ2名様まで
※他割引と併用不可
※電話予約のみ受付

[住] 鳥取市賀露町北1丁目5-36 [電] 0857-28-1004
[営] チェックイン16:00〜 チェックアウト10:00
[休] 不定休

御食事の後のデザートもう一品サービス
※1グループ4名様まで
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市賀露町北1丁目5-41 [電] 0857-31-3941
[営] 11:00〜14:00 17:30〜20:00
[休] 水曜日

買 食 地場産プラザ わったいな

買 食 かねまさ・浜下商店

鳥取県全域の農家から直送される旬の新
鮮な農産物が勢ぞろいするJA大型直売所
です。

賀露港で揚がる新鮮な海産物をとり揃え
ています。併設の食堂では海鮮丼等定食を
提供中。

鳥取県産農産物（食べきりサイズ）プレゼント
※パスポート提示者のみ
※他プレゼント券との併用不可

[住] 鳥取市賀露町西3丁目323 [電] 0857-50-1771
[営] 9:00〜17:00
[休] 定休日無し 元旦等 臨時休業有り

お買物の方…お買上げ金額から1割引
お食事の方…ソフトドリンク（コーヒーを除く）一杯サービス
※特売品を除く

[住] 鳥取市賀露町西4丁目1803-2 [電] 0857-28-2391
[営] 8:30〜16:30（団体の方は16:00まで）賀露港・市場食堂 平日10:30〜15:00（LO）
土日祝10:00〜15:30（LO） [休] 元旦およびお正月に数日

買 中村商店

遊 湖山池語り部遊覧船

活気溢れる中村商店本店に今日も新鮮な
海の幸が水揚げされています。ぜひお越し
下さい。

船には語り部が同乗し日本一の池「湖山
池」にまつわる伝説や昔話を鳥取弁でご案
内！

店内商品1,000円以上お買上げで10％OFF

※アルコール類除く
※マイカーのお客様限定（バス利用不可）
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市賀露町西4丁目1803番地3
[電] 0857-28-1051
[営] 9:00〜16:00
[休] 1/1〜1/3

乗船料（中学生以上）1,000円➡900円
（小 学 校） 500円➡450円
※1グループ2名まで ※他割引との併用不可

[住] 鳥取市高住754-18 [電] 0857-30-5078
[営] 9:20〜16:20 1時間毎に出航（9:20発・16:20発 予約制）
[休] 荒天時、12月〜2月・7月〜8月

買 食 道の駅神話の里白うさぎ

泊 貝殻節の里 旅風庵

日本海を一望できるレストランや鳥取のお
土産を多く取り揃えています。

地物食材でおもてなし。大浴場と2つの貸
切風呂でゆっくりお過ごし下さい。

ご縁袋をプレゼント

※1Fお買物・2Fお食事をされた方に

[住] 鳥取市白兎613 [電] 0857-59-6700
[営] 1F8:00〜19:00 2F11:00〜22:00
[休] なし

宿泊のお客様
売店商品 消費税相当額（8％）引き
※他割引・特典の併用は不可

[住] 鳥取市気高町勝見696-1 [電] 0857-82-0531
[営] 8:00〜20:00（フロント対応時間）
[休] 不定休

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

食 泊 気高遊漁センター（櫓櫂・すなば珈琲）

遊 買 鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」

大いけすが客席中央に有新鮮な魚貝類や
活いかを手際よく調理し提供いたします。

西いなば地域の交流、情報発信の拠点、観
光案内、物産販売、展示・喫茶コーナーあ
り。

1,000円以上御利用のお客様に限り
10％割引
※各種割引券・優待券・クレジットカードとの併用不可

[住] 鳥取市気高町大字八束水2706-147 [電] 0857-82-0111
[営] 櫓櫂（11:00〜14:00予約は時間外OK）すなば珈琲（9:00〜17:00）
[休] 毎週水曜日
（水曜日が祝日の場合は翌日）

どりーむ

コーヒー1杯100円引き
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市鹿野町鹿野1353 [電] 0857-38-0030
[営] 9:00〜18:00（冬季17:30まで）
[休] 年中無休（年2回メンテナンスによる休館あり）

食 鹿野そば道場

湯 温泉館ホットピア鹿野

本格的な手打ち十割そばと、そば打ち体験
を楽しめる、鹿野そば発祥の本家本元。

光が差し込む開放溢る浴場に、自然の風が
心地よい露天風呂でリフレッシュ！サウナ完
備。

お一人様700円以上のお食事につき
50円引き ※その他割引等との併用不可
[住] 鳥取市鹿野町鹿野2448-9 [電] 0857-84-3888
[営] 食事処11:30〜14:00（土日祝日は〜15:00）、
そば打ち体験は、午前の部10:00〜午後の部14:00〜
[休] 毎月第2木曜日（第2木曜日が祝日の場合は第3木曜日）1/1・1/2

入浴料 110円割引 430円➡320円
※パスポート提示者1名様のみ

[住] 鳥取市鹿野町今市418-2 [電] 0857-84-2698
[営] 10:00〜22:00（最終21:30）
[休] 毎月第1木曜日

湯 泊 お宿 夢彦

湯 泊 国民宿舎 山紫苑

男女別浴室は檜浴槽、木タイル木製腰掛け
など温泉の温もりと自然木の香りとで寛げ
ます。

鳥取の豆京都・鹿野町にある源泉掛流しの
温泉と四季の料理・日本庭園が魅力です。

観光パスポート提示で「夫婦耳かき」プレゼント

※混雑時、浴室清掃時等ご利用いただけない場合があります。
電話で確認の上お越し下さい。

[住] 鳥取市鹿野町今市8 [電] 0857-84-2411
[営] 8:00〜21:00
[休] 不定休（電話予約の後ご利用下さい）

遊 青谷上寺地遺跡展示館
あお や かみ じ

ち

い せき てん じ かん

「地下の弥生博物館」とも称される国指定
史跡・青谷上寺地遺跡の出土品を多数展
示。

缶バッジまたはしおりプレゼント
[住] 鳥取市青谷町青谷4064 [電] 0857-85-0841
[営] 9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
[休] 月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日（平日の場合に限る）、
年末年始（12月29日〜1月3日）

ご宿泊で4,000円以上の夕食の場合
ワンドリンクサービス（ソフトドリンクが対象）
※1グループ4名様まで

[住] 鳥取市鹿野町今市972番地1 [電] 0857-84-2211
[営] チェックイン15:00 チェックアウト10:00
[休] 年2回休館日あり
（6月・12月）

遊 鳥取市あおや郷土館
地域の歴史、民俗、文化、芸術の発信拠点。
ジオパーク展示コーナーも常設していま
す。

オリジナルメッセージカード1つプレゼント
[住] 鳥取市青谷町青谷2990-4 [電] 0857-85-2351
[営] 9:00〜17:00
[休] 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29〜1/3）

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

遊 鳥取市あおや和紙工房

遊 因幡万葉歴史館

和紙に関する企画展や因州和紙製品の販
売、紙漉き体験や漉いた紙でランプシェー
ド作りなどできる施設。

万葉集をテーマとし、大伴家持や古代因幡
の歴史を紹介する。万葉衣装の試着もでき
る。

企画展観覧料20％割引
※観光パスポートをご提示の方1名様

[住] 鳥取市青谷町山根313 [電] 0857-86-6060
[営] 9:00〜17:00
[休] 月曜日
（月曜が祝祭日の場合は翌平日）、
年末年始（12月29日〜1月3日）

入館料の割引（一般300円➡240円）
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市国府町町屋726 [電] 0857-26-1780
[営] 9:00〜17:00（最終入館16:30）
[休] 月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年末年始（12/29〜1/3）

買 道の駅清流茶屋かわはら 物産館鮎遊座

遊 お城山展望台 河原城

古くは、古事記に登場する、八上姫と大国
主命の恋舞台となった土地。八上姫の里の
道の駅♡

秀吉も陣を敷いた河原城は八上比売神話
をはじめ町の紹介展示をする情報館。展望
台からの四季の眺望も美しい。

売店商品1,000円以上のお買い上げで100円の割引

※他割引と併用不可
※トリパスのご提示された方のみ

[住] 鳥取市河原町高福837番地 [電] 0858-85-5331
[営] 9:00〜19:00（冬期9:00〜18:00）
[休] なし

入館料20％割引（250円➡200円）
※1グループ2名様まで
※他割引との併用不可

[住] 鳥取市河原町谷一木1011 [電] 0858-85-1946
[営] （夏季）9:30〜18:00※土曜日は19:00まで（冬季）9:30〜17:00
[休] 月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日）

遊 浦富海岸島めぐり遊覧船

泊 民宿 ニュー大谷

どこまでも透き通る海水に浮かぶ白亜の
島々をご案内。船長がアナウンスも行いま
す。

ビジネス・観光・滞在・合宿、大谷海岸沿いの
懐かしい田舎宿

乗船料（中学生以上）1,300円➡1,100円
（小 学 生） 650円➡ 550円
※1グループ2名様まで／他割引との併用不可

[住] 岩美郡岩美町大谷2182 [電] 0857-73-1212
[営] 9:10〜16:10（約30分毎不定期運航）
[休] 荒天時、12月〜2月

モーニングサービス
※ご予約者限定
女性にはドリンク サービス等

[住] 岩美郡岩美町大谷838

[電] 0857-72-2782

泊 民宿 松荘

食 泊 シーサイドうらどめ

目の前は、きれいな日本海が広がっていま
す。

浦富海岸の真正面。地物、海鮮料理の宿。
全室オーシャンビュー全館無線ラン完備。

宿泊費5％割引

※3名様以上のグループで1泊2食付限定
※適用除外期間（GW、盆、秋休み）
※直接予約に限ります

[住] 岩美郡岩美町浦富2539-12
[休] 12/29〜1/6

[電] 0857-72-0039

ゆかむり温泉入浴券プレゼント
※1泊2食付プラン限定
※直接予約に限る

[住] 岩美郡岩美町大字浦富2475番地18
[営] 11:30〜19:00
[休] 要問合せ

[電] 0857-73-1555

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

泊 東浜20号民宿中村

買 食 道の駅 きなんせ岩美

民宿の主人が東浜の海で取ってきた魚貝、
自家製野菜でおもてなし。

年中うまい魚に会える。海・山の魅力がたく
さん詰まった道の駅です。

軽食店「いわみのおばちゃん家」定食
を食事された方にコーヒーサービス

宿泊費5％割引
※他割引との併用不可

[住] 岩美郡岩美町陸上693
[営] 24時間
[休] 年中無休

※パスポート提示者

[電] 0857-72-0273

[住] 岩美郡岩美町新井337番地4 [電] 0857-73-5155
[営] 9:00〜19:00※コンビニ24h・レストラン10:30〜21:00・軽食10:00〜16:00・
テイクアウト10:00〜18:00 [休] 年中無休（一部施設年末年始休み）

買 宮本製菓

食 ダイニングカフェ新

地域に根ざした和菓子屋を目ざしていま
す。地元の原材料を使用した製品作りに頑
張っています。

築125年の古民家を改修した建物で、地
元で育った豚肉を中心に調理提供する飲
食店。

栃羊羹・氷ノ山羊羹を5％引き
※他割引との併用不可

[住] 八頭郡若桜町若桜181
[営] 8:00〜20:00
[休] 不定休

[電] 0858-82-0168

お食事の方にドリンク（コーヒー・紅茶）サービス
※1グループ3名様まで
※他割引との併用不可
※平日のみ（土日祝を除く）

[住] 八頭郡若桜町若桜298 [電] 0858-71-0002
[営] 10:00〜17:00 夜営業は予約のみ（1人/3,000円〜）
[休] 月曜・第3日曜

遊 若桜鉄道 若桜駅

遊 昭和おもちゃ館

若桜鉄道若桜駅は昭和初期の雰囲気。SL
とレトロな駅舎はまさにジオラマそのもの！

ブリキ・木製玩具、昭和のお店、
レコード観
賞等昔懐かしの風情満載！駄菓子販売有。

入構券（大人のみ1名300円）を利用して駅構内を
見学していただいた方にSLストラップ1個進呈
※若桜駅窓口へパスポートを提示ください。

[住] 八頭郡若桜町若桜345-2
[営] 6:00〜23:00
[休] 年中無休

[電] 0858-82-0919

来店者の方に駄菓子1個プレゼント
※パスポート提示者のみ

[住] 八頭郡若桜町若桜430 [電] 0858-71-0003
[営] 10:00〜17:00
[休] 火曜日、1〜3月は土日祝日営業

買 道の駅若桜

買 弁天まんじゅう本舗

国道29号線沿いに位置し、若桜鉄道の蒸
気機関車や車庫が身近にご覧頂けます。

昔ながらの手作りの弁天まんじゅうです。

お食事後の1ドリンクサービス
（コーヒー、オレンジジュース）
※パスポート提示者のみ

[住] 八頭郡若桜町若桜983-2 [電] 0858-76-5760
[営] 物販9:00〜18:00（3月〜11月）9:00〜17:00（12月〜2月）
食堂11:00〜15:00 [休] 月曜不定休（要問合せ）

2,000円お買い上げの方に
まんじゅう2つプレゼント
[住] 八頭郡若桜町若桜1284-24
[営] 7:30〜17:30
[休] 月曜日

[電] 0858-82-1015

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

泊 氷ノ山高原の宿「氷太くん」

遊 氷ノ山自然ふれあい館

氷ノ山の雄大な自然を満喫できる、
リゾー
トとスポーツの拠点。

氷ノ山の自然を紹介する体験型博物施設。
幼児から大人まで楽しめる仕掛けがたくさ
ん。

レストランご利用の方に
コーヒーサービス
※パスポート提示者のみ

[住] 八頭郡若桜町つく米635-13
[営] 11:00〜14:00
[休] 冬期間（要問合せ）

[電] 0858-82-1111

オリジナルポストカードプレゼント
※1冊につきポストカード1枚

[住] 八頭郡若桜町つく米 [電] 0858-82-1620
[営] 9:00〜17:00
[休] 4月〜9月:月曜、10月〜11月:月・火曜、
12月〜3月:月〜水曜、年末年始（12/29〜1/3）

買 智頭町総合案内所

遊 石谷家住宅

智頭駅前にある観光案内所。観光情報だけ
でなく特産品販売コーナーを兼ね備えた
施設。

国指定重要文化財。山林王の広大な近代
和風建築の屋敷と国登録名勝の石谷氏庭
園。

1,000円以上お買い上げで、
ポストカードセットプレゼント
[住] 八頭郡智頭町智頭2067の1
[電] 0858-76-1111
[営] 9:00〜18:00
[休] 水曜日定休（祝日の場合は翌日）、年末年始

食 HOME8823
ほーむ

大

人 500円➡400円

入館料100円 割引 高校生 400円➡300円
※パスポート提示者のみ

小中学生 300円➡200円

[住] 八頭郡智頭町智頭396 [電] 0858-75-3500
[営] 10:00〜17:00
[休] 4月〜11月:無休、12月〜3月:水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

買 食 大江ノ郷自然牧場 ココガーデン

はやぶさ

ちいきの台所として、子どもからお年寄り
まで多くの方に愛されるお店です。

ソフトドリンク一杯サービス
※お一人様1回限り
※他割引との併用不可

[住] 八頭郡八頭町見槻中176-4 [電] 0858-72-0291
[営] 11:00〜15:00、18:00〜23:00（LO.22:00）
[休] 火曜

平飼い卵のスイーツ専門店＆カフェ。焼き
たてパンケーキはシュワーっととろける口
どけ。

カフェご利用の方へ、焼菓子1個プレゼント
※お一人様一個
※大江ノ郷ヴィレッジでは利用できません。

[住] 八頭郡八頭町橋本877
[営] 10:00〜18:00
[休] 年内無休

[電] 0120-505-606

北村きのこ園

買 因久山焼窯元

エノキ・エリンギイ茸を生産しています。直
営売常時実施。団体であれば工場見学も
可。

江戸時代から続く登り窯で藁灰釉などの釉
薬を使い、格調の高い作品を焼いていま
す。

購入金額に対し5％引き
[住] 八頭郡八頭町下野794
[営] 8:10〜17:05
[休] 日曜、水曜

[電] 0858-73-8314

8％割引
[住] 八頭郡八頭町久能寺649
[営] 9:00〜17:00
[休] 無休

[電] 0858-72-0278

パスポート優待施設

東部 中部 西部

必ずパスポートをご提示ください

遊 買 郡家駅コミュニティ施設「ぷらっとぴあ・やず」

買 やずふれあい市場

JR郡家駅構内にあり、観光拠点の場として
観光スポットなどの情報を発信していま
す。

おいしい笑顔の仲間がたくさん。食事もで
きるとってもうれしいふれあい市場です。

購入者全員に「やずぴょん缶バッジ」
1個をプレゼント
[住] 八頭郡八頭町648-6
[営] 8:30〜19:00
[休] 12月31日〜1月2日

[電] 0858-72-6007

やずふれあい市場オリジナルようかん
（花御所柿・二十世紀梨・はとむぎ）
お買い上げの5％引き
[住] 八頭郡八頭町宮谷249-3
[営] 9:00〜19:00

[電] 0858-72-3955

遊 泊 渓流民宿 とんぼ屋

買 道の駅はっとう フルーツ総合センター

川遊び等のグリーン・ツーリズムの拠点、渓
流釣り体験など、田舎を満喫できる民宿で
す。

フルーツの里の中央に位置し、地元産果実
を豊富に品ぞろえ。近くには観光もぎとり
園も。

毛ばり・フェザーアクセサリ作り無料
（複数作成可）
※3名以上宿泊の場合

[住] 八頭郡八頭町三浦194-1
[営] 応相談
[休] なし

[電] 090-3881-3930

土産菓子箱入1,000円以上
1個につき50円引き

※パスポート提示者のみ／他割引との併用不可

[住] 八頭郡八頭町徳丸625
[営] 9:00〜17:45
[休] 1月1日〜3日

[電] 0858-84-3870

買 まちパル鳥取

食 アベ鳥取堂 鳥取駅構内南口売店

鳥取・いなばの物産販売と観光情報発信の
まちなか拠点。

元祖かに寿しをはじめ味と地元の食材にこ
だわった各種お弁当をご用意しておりま
す。

3,000円以上お買い上げで5％OFF
[住] 鳥取市末広温泉町160（日交本通りビル1F）
[電] 0857-36-3767
[営] 9:00〜19:00

1,000円以上の駅弁1個お買い上げ毎に
パック茶1個プレゼント
[住] 鳥取市東品治町111 [電] 080-2924-2793
[営] 6:00〜19:00
[休] 年中無休

トヨタレンタリース鳥取 鳥取駅前店

遊 仁風閣

鳥取県内5店舗にてハイブリッド車など人

明治の趣き漂う、
フレンチ・ルネッサンス様
式の白亜の洋館、国の重要文化財。

レンタル基本料金より10％割引

※鳥取県内の店舗（鳥取駅前店・鳥取空港店・米子店・
米子駅前店・米子鬼太郎空港店にて利用可能）
※他の割引と併用不可

[住] 鳥取市富安2丁目16番地 [電] 0857-22-0100
[営] 8:00〜20:00
[休] 無休

入館料20％割引（150円➡120円）
[住] 鳥取市東町2丁目121 [電] 0857-26-3595
[営] 9:00〜17:00（最終入館16:30）
[休] 毎週月曜日
（祝日の場合開館）、祝日の翌日、年末年始

