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

湯 泊 芙蓉別館

湯 泊 海湯のやかた 夢寛歩 皆生

最上階8階からの展望を楽しみながらのご
入浴と、季節の会席料理をお楽しみ下さ
い。

全室、大山ビュー！
山陰屈指の名湯＆季節の味覚を楽しめる
宿。

皆生温泉オリジナル入浴剤プレゼント
※1泊2食のご宿泊1グループ毎に1セット
※パスポートをフロントにご提示下さい

[住] 米子市皆生温泉3丁目14-10 [電] 0859-34-0009
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00

グラスビールまたはソフトドリンク1杯サービス
※同伴者含めて4名様まで／特定日（ゴールデンウイーク
5/3〜5、お盆8/13〜15、年末年始12/31〜1/3）を除く

[住] 米子市皆生新田3丁目1番7号 [電] 0859-33-4421
[営] 0:00〜24:00
[休] 無休

湯 おーゆ・ランド

買 手しごとギャラリーKaike

皆生温泉の源泉・湯元のお風呂やさん。大
浴場や家族風呂と皆様に楽しんで頂けま
す。

山 陰 の 手 仕 事 の 魅 力を紹 介 するギャラ
リーショップです。温もりのある作品に触れ
て下さい。

家族風呂の基本料金から200円割引
※他割引との併用不可

[住] 米子市皆生温泉1-18-1 [電] 0859-31-2666
[営] 10:00〜23:00（最終受付22:30）※第3月曜は12:00オープン
[休] 無し ※メンテナンスのために6月に数日休館予定

全商品5％引き
※1グループ5名様まで
※他割引との併用不可

[住] 米子市皆生温泉3丁目1-1
[営] 9:00〜18:00
[休] 第2・4火曜日

[電] 0859-34-2888

買 皆生横丁 きないや

泊 ホテルハーベストイン米子

皆生温泉旅館組合直営のお店です。地元
の特産品や皆生のオリジナル商品を扱っ
ています。

JR米子駅・バスターミナルに隣接し徒歩1
分。山陰観光のご宿泊にベストポジション。

皆生オリジナルジェラート50円引き
※1グループ5名様まで
※他割引との併用不可

通常料金より20％OFF

※他のインターネット予約や割引プランとの併用は不可

[住] 米子市皆生温泉3丁目2-7
[営] 9:00〜18:00
[休] 無休

[電] 0859-30-3220

[住] 米子市弥生町8-27
[営] 24時間
[休] なし

[電] 0859-31-1111

泊 ホテルカクバン

泊 米子ニューアーバンホテル

米子の中心繁華街のすぐそばにあり、
ビジ
ネスにレジャーに最適の宿です。駐車場無
料。

また泊まりにいきます、ありがとう、そんな
クチコミが多い米子の下町ホテルです。

室料 通常料金より10％割引

※他のインターネット予約や割引プランとの併用不可

[住] 米子市角盤町2丁目10
[営] 24時間営業
[休] 無休

[電] 0859-35-0010

宿泊者へは、モーニングコーヒーサービス
ランチ（11：30〜14:00）アフターコーヒー
サービス

[住] 米子市中町28 [電] 0859-23-2211
[営] 24時間営業
[休] 宿泊は無休（ランチは、日・祭休み）

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 加茂川・中海遊覧

オリックスレンタカー

ゆらゆらと船にゆられて中海観光
クライマックスは中海のパノラマ風景

元気いっぱいのスタッフがご当地のグルメ
情報や観光スポットをご案内します！

乗船料
大人 1,200円➡1,100円（100円引き）
[住] 米子市中町94 [電] 090-6837-2731
（船頭）
[営] 4月〜11月 出航時間10:00、14:00（1日2便）
[休] 雨天時及び強風の場合、運休の場合あり

基本料金の10％引き

※1レンタル付き割引 ※他割引との併用不可
※県内店舗（米子空港店、米子駅前店、倉吉駅前店）にて利用可能

米子空港店 [住] 境港市佐斐神町1934 [電] 0859-45-3707
米子駅前店 [住] 米子市末広町127 [電] 0859-37-2686
境港駅カウンター [住] 境港市大正町215 [電] 0859-45-3707
[営] 8:00〜20:00

トヨタレンタリース鳥取 米子店

食 カルビ屋大福米子店

鳥取県内5店舗にてハイブリッド車など人
気車種を取り揃えております。

みんなが幸せになれるアットホームなおい
しい焼肉店。カルビ、ハラミをお手頃価格
で。

レンタル基本料金より10％割引

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

[住] 米子市東福原2丁目19番46号
[営] 8:00〜20:00
[休] 無休

[電] 0859-33-0100

和牛カルビ一皿プレゼント
※1グループ一皿 ／※他券との併用不可

[住] 米子市西福原9丁目19-37 [電] 0859-38-3320
[営] 月〜金 17:00〜23:30（LO23:00）、土・日・祝11:00〜
15:00（LO14:30）、17:00〜23:30（LO23:00）
[休] 12月31日、1月1日

食 太陽軒米子431号店

食 太陽軒米子角盤店

地元食材いっぱいの誰でも気軽に入れる
ラーメン店。380円ラーメンからご用意。

地元食材いっぱいの誰でも気軽に入れる
ラーメン店。380円ラーメンからご用意。

煮玉子トッピング無料
※1グループ3名様まで
※他券との併用不可

[住] 米子市西福原9丁目19-40 [電] 0859-38-3880
[営] 11:00〜15:00（L.O.14:45）、17:00〜23:00（L.O.22:45）
[休] 12月31日、1月1日

煮玉子トッピング無料
※1グループ3名様まで
※他券との併用不可

[住] 米子市角盤町4丁目100-1 [電] 0859-37-3770
[営] 11:00〜15:00（L.O.14:45）、17:00〜24:00（L.O.23:45）
[休] 12月31日、1月1日

食 しゃぶしゃぶ・寿司・和食 海王

食 稲田屋米子店

手頃な価格で旬の日本海の天然魚を刺身
や寿司で。しゃぶしゃぶ寿司食べ放題も大
人気。

江戸時代より続く老舗酒蔵が営む古民家
を改装した居酒屋です。

ソフトドリンク1杯またはグラスビール1杯
プレゼント ※1グループ6名様まで／他券との併用不可
[住] 米子市角盤町4丁目94 [電] 0859-23-6660
[営] 月〜土11:30〜14:30（LO14:00）、17:30〜22:30（LO21:40）
日・祝11:30〜15:00（LO14:30）、17:30〜22:00（LO21:30）
[休] 12月31日、1月1日

1ドリンク
（生ビール・ソフトドリンク・
日本酒）サービス
※他割引券との併用不可

[住] 米子市朝日町58-11 [電] 0859-22-0070
[営] 17:00〜24:00（LO23：30）
[休] 日曜日
（月曜日が祝日の場合は日曜営業・月曜休み）

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

買 ながた茶店 岩倉町本店

買 稲田本店

創業216年の日本茶専門店。山陰では一
番の取扱品目を誇る「茶道具専門店」で
す。

歴史ある米子の酒蔵です。蔵見学（要予
約）や試飲・お買い物に是非お越しくださ
い。

お酒2,000円（税抜）以上お買い上
げの方に、オリジナル商品プレゼント

ご来店の方 お抹茶一服無料
[住] 米子市岩倉町76 [電] 0859-22-7602
[営] 9:00〜18:00
[休] 水曜日

[住] 米子市夜見町325-16
[営] 8:30〜17:30
[休] 土・日・祝日

[電] 0859-29-1108

食 海鮮れすとらん四季庵 米子店

買 お菓子の壽城

鳥取県境港直送の鮮魚を主に使った和食
れすとらん。

米子道米子ICより1分の所にある、お城の
形をしたお土産店です。

ソフトドリンク1杯無料
（グループ皆様）

二十世紀梨洋風煎餅1枚プレゼント

※他割引券との併用不可

[住] 米子市両三柳780-1 [電] 0859-48-0141
[営] 11:00〜14:30（LO14:00）、17:00〜21:30（LO21：00）
[休] 無休

[住] 米子市淀江町佐陀1605-1
[営] 9:00〜18:00
[休] 年末定休日有り

[電] 0859-39-4111

食 泊 農園レストラン（シャトー・おだか）

買 境港市観光案内所

バイキング形式のレストラン。地元新鮮野
菜を中心に約40種類のお料理をお楽しみ
下さい。

観光案内のほか、妖怪ガイドブック等の観
光協会オリジナル商品やご当地商品を販
売！

ディナーご利用の方
「夢の湯」入浴無料（17:00〜21:00受付）

1,000円以上お土産をお買い上げで、
「漫画故事成語しおりセット」プレゼント

[住] 米子市尾高2377 [電] 0859-39-3701
[営] 平日11:30〜14:00、17:00〜21:00
土日祝11:00〜14:30、17:00〜21:00

[住] 境港市大正町215 みなとさかい交流館1F
[電] 0859-47-0121
[営] 3〜10月9:00〜18:00、11〜2月9:00〜17:00

※1グループ4名様まで／食後に提示

[休] 無し

※パスポート提示者のみ、お1人様1回限り

食 まぐろラーメン本舗太陽軒

食 御食事処 さかゑや

山陰に新名物！マグロ水揚げ量日本一の境
港で、マグロを使ったラーメン、海鮮丼が登
場。

地魚・カニ・ご当地限定メニュー・日替等、幅
広く御用意して、おもてなし致します!!

チャーシュー1枚トッピング無料
※1グループ3名様まで／※他券との併用不可

[住] 境港市本町31番地（水木しげるロード内）水木しげる記念館斜め前
[電] 0859-44-1245
[営] 通常10:30〜17:00（LO16:45）
12月〜3月中旬 月〜金10:30〜15:00（LO14: 45）、土・日・祝10:30
〜17:00（LO16:45） [休] 1月1日

[休] 無休

御食事ご注文の方（O.J、ウーロン茶、
コーラ）1杯サービス
※1冊に付き2名様まで（ご注文時に見せて下さい。）

[住] 境港市上道町2184-19
[電] 0859-42-5400
[営] 11:00〜15:30（LO14:50）17:00〜21:00（LO20:20）
[休] 水曜日
（祝日の場合、営業）

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 夢みなとタワー

買 物産観光センター みなとまち商店街

高さ43mの展望室からは日本海や大山、
島根半島などを見渡すことができます。

古きよき境町を再現したレトロな雰囲気が
魅力！山陰の特産品なら当店におまかせ。

入館料1割引

二十世紀梨ソフトクリーム100円引き

※1グループ19名様まで
※他割引との併用不可

※1グループ5名様まで

[住] 境港市竹内団地255-3 [電] 0859-47-3800
[営] 4月〜9月9:00〜18:00、10月〜3月9:00〜17:00
[休] 毎月第二水曜日
（8月は除く）

[住] 境港市竹内団地255-3 夢みなとタワー1F
[電] 0859-47-3710
[営] 4月〜9月9:00〜18:00、
10月〜3月9:00〜17:00
[休] 第二水曜

買 大漁市場 なかうら

買 食 境港さかなセンター

カニをはじめとする鮮魚一夜干、蒲鉾、お
菓子、鬼太郎グッズなど種類豊富な土産物
店。

境港で水揚げされたカニ・鮮魚を仲買人が
直売する市場。一夜干もお奨めです。

1,000円以上お買い物をされた方に
粗品進呈
※1グループ5名様まで／他特典との使用不可

[住] 境港市竹内団地209
[営] 8:15〜16:30
[休] 無（年末年始のみ）

[電] 0859-45-1600

1,000円以上のお買い物で
海鮮せんべい1個（2枚入り）プレゼント
※1グループ3名様まで

[住] 境港市竹内団地259-2 [電] 0859-45-1111
[営] 8:30〜17:00
[休] 水曜日
（祝日の場合は営業）

食 廻るお寿司屋さん大漁丸 境港店・みなとさかい店

食 太陽軒境港PLANT-5店

地獲れ朝獲れの地元の鮮魚でおなじみの
廻るお寿司屋さん大漁丸でおいしいお寿
司は!!

地元食材いっぱいの誰でも気軽に入れる
ラーメン店。380円ラーメンからご用意。

1,500円以上の食事で300円割引
※1合計単位での会計
※併用不可

[住] 境港市竹内団地280-1
[営] 11:00〜21:00
[休] なし

[電] 0859-45-0788

煮玉子トッピング無料
※1グループ3名様まで
※他券との併用不可

[住] 境港市竹内団地276 境港PLANT-5店内
[電] 0859-45-0150
[営] 11:00〜19:00
[休] 1月1日

買 食 澤井珈琲 ファクトリー店

泊 うなばら荘

当店は創業35年を迎えるコーヒー専門店
です。喫茶コーナー併設。駐車場完備。

海辺の温泉宿泊施設です。ゆっくりと潮騒
をお楽しみください。

1,000円以上のお買い上げで、ゲゲゲの鬼太郎または名
探偵コナンのドリップパックコーヒーを1枚プレゼント（ド
リップパックコーヒーの種類はお選びいただけません）
[住] 境港市竹内団地278-6 [電] 0859-47-5381
[営] 9:00〜18:00
（ラストオーダー17:30）
[休] 年中無休（1月1日を除く）

宿泊者（1泊2食付）に
ソフトドリンクサービス
※全員

[住] 西伯郡日吉津村今吉218 [電] 0859-27-2018
[休] 8月中旬〜9月末まで改修工事のため、休館予定

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 大山レークホテル

泊 ホテル大山しろがね

大山の麓、大野池の畔に佇むスイス風リ
ゾートホテル。四季折々の美しい景色が自
慢です。

高原のリゾート大山登山のベースキャンプ
また冬はウィンタースポーツには最適な宿
です。

ご宿泊の方にソフトドリンク1杯無料

お食事代 5％OFF

※1泊2食の方
※他割引との併用不可

※他割引との併用不可

[住] 西伯郡大山町鈑戸1521-154
[営] 24時間
[休] 特になし

[電] 0859-52-3333

[住] 西伯郡大山町大山136-2
[営] 8:00〜19:00
[休] 不定期

[電] 0859-52-2211

食 泊 大山ビューハイツ

食 泊 大山館

大山北壁を目の前にした景観と、地元食材
を使った宿料理が自慢です。

大山夏山登山に一番近い宿。大山登山に
オススメの宿です。

ご宿泊の方、ワンドリンク
（ビール、コーヒー等）プレゼント
※1泊2食付きの方／他の割引併用不可

[住] 西伯郡大山町大山145-7 [電] 0859-52-2518
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00
[休] 不定休

ご宿泊の方、ビール、ソフトドリンク
1杯無料
※1泊2食付きの方／他の割引併用不可

[住] 西伯郡大山町大山22 [電] 0859-52-2531
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00
[休] 不定休

食 ヘルシージンギスカン食べ放題の店 豪円山ロッジ

食 湯 大山火の神岳温泉 豪円湯院

大山高原の風を感じて海と大山を見なが
らヘルシージンギスカン！野菜も全部食べ
放題！

大山山頂に一番近い天然温泉。源泉を使
用した名物とうふ、
スイーツも自慢です。

ヘルシージンギスカン食べ放題
100円引き
※1グループ5名様まで／他割引との併用不可

[住] 西伯郡大山町大山124 [電] 0859-52-2311
[営] 11:00〜16:00
（LO15:00）
[休] 木曜日

1,000円以上の売店でのお買い物で
5％OFF
※他割引との併用不可

[住] 西伯郡大山町大山25 [電] 0859-48-6801
[営] 月〜木11:00〜20:00、金〜日・祝11:00〜21:00
[休] 年中無休

遊 泊 森の国

遊 食 大山乗馬センター

アスレチックや広場で遊び、各種自然体験
プログラムやキャンプを楽しめます。

乗馬の楽しさはもちろん、馬の生態や心の
通わせ方も楽しく学べます。

入場料50円引き
1DAYフリーパス100円引き
※5名様まで／他割引との併用不可

[住] 西伯郡大山町赤松634 [電] 0859-53-8036
[営] 9:00〜17:30
[休] 毎水曜日
（祝祭日、春・夏休みは営業）

乗られた馬のポストカードをプレゼント
※1グループ5名様まで／他割引等との併用不可

[住] 西伯郡大山町赤松2459-130
[電] 0859-53-8211
[営] 9:00〜17:00
[休] 水曜日
（祝日・GW・夏休みは無休）

パスポート優待施設

東部 中部 西部

遊 赤猪岩神社
あか

必ずパスポートをご提示ください

遊 とっとり花回廊

い いわ

大国主が命を落とし、母の愛と二人の女神
の力で生き返ったとされる
「再生」の神社。

赤猪岩神社前売店にお立寄りの方に
「ちょっぴり古代米」1個プレゼント
※但し売店営業時間内に限ります

[住] 西伯郡南部町寺内232
[営] 10:30〜14:30
[休] 12月27日〜12月31日
[問] 0859-30-4822

秀峰大山を借景に四季折々の草花を楽し
むことができる日本最大級のフラワーパー
ク。

入園料1割引き

※1グループ9名様まで／他割引との併用不可

[住] 西伯郡南部町鶴田110 [電] 0859-48-3030
[営] 9:00〜17:00（4月〜11月）、13:00〜21:00（12月〜1月）
9:00〜16:30（2月〜3月）
[休] 7月〜8月、2月〜3月の毎週火曜日。12月〜1月の一部の火曜日

買 食 大山まきばみるくの里

遊 買 大山ガーデンプレイス

生乳たっぷりの濃厚ソフトクリームが大人
気！お肉は鳥取県産を使用しています。

伯耆町の特産品を販売景観のよい場所で
テニスをお楽しみ下さい。オムニコート5
面あり。

BBQ1人100円引き（小学生以上）
※1グループ5名様まで ／※他割引との併用不可

テニスコート利用料金 100円引き
（1面1時間あたり）
※パスポートご提示の方

[住] 西伯郡伯耆町小林水無原2-11 [電] 0859-52-3698
[営] 10:00〜17:00
（7月22日〜8月20の土・日曜および
8月11〜16日は21:00）
[休] 第2・4火曜日、12月3日〜3月中旬冬季休業

[住] 西伯郡伯耆町丸山1800番地26 [電] 0859-39-8111
[営] 9 : 0 0 〜1 7 : 0 0 （夏季・冬季変更あり）
[休] 水曜（祝日の場合は翌日）

買 久米櫻酒造 有限会社

大山Gビール・ブルワリーレストラン
食 買 ビアホフ
カンバリウス

大山の麓に構える酒蔵で、大山の伏流水、
地元産の酒米を原料に醸造した地酒の蔵
元直売所。

最高の地ビール・地酒をオリジナル料理と
ともに絶景のロケーションでお楽しみくだ
さい。

酒蔵直売所にて、地酒1,000円以上
お買い上げで100円割引
※他割引との併用不可

[住] 西伯郡伯耆町丸山1740-50
[営] 10:00〜17:00
[休] 不定休

[電] 0859-68-6555

ガンバリウス売店にて、お土産ビー
ル10％割引 ※他割引との併用不可
[住] 西伯郡伯耆町丸山1740-30
[電] 0859-39-8033
[営] 11:00〜22:00（冬季は〜21:00）※平日14:30〜17:30は閉店
[休] 月曜日
（祝日の場合は翌日）※GW、夏休み期間は無休
※1月上旬〜2月末の営業は、金土日祝日のみ

買 食 ご当地ファーム山の駅 大山望内レストラン

遊 大山ますみず高原天空リフト

米子自動車道溝口IC出入口すぐの産品直
売所＆ご当地レストラン。鳥取の特産品が
ズラリ！

桝水高原にある春〜秋まで運行する天空
リフト。展望台からは、絶景のパノラマが望
めます。

レストランのソフトクリーム
350円➡300円
※他割引との併用不可

[住] 西伯郡伯耆町金屋谷1801 [電] 0859-62-7577
[営] 9:00〜17:00
（レストランは11:00〜15:30）
[休] 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）但し12月〜3月冬期休館

1グループ2名様まで100円割引
[住] 西伯郡伯耆町大内桝水高原1069-50
[電] 0859-52-2228
[営] 9:00〜17:00
[休] 無休※悪天候時運休あり

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

買 食 道の駅にちなん 日野川の郷

買 食 ゆきんこ村 四季彩

地元の新鮮野菜・加工品がズラリ！森林のま
ちならではの木の温かみある道の駅です。

都市と農村の交流を目的とし、農村ならで
はの宿泊、研修が出来る交流施設です。

直売所スノーアイス50円引き
レストランほっとす メニュー5％引き
※他割引との併用不可

[住] 日野郡日南町生山386 [電] 0859-82-1707
[営] 9:00〜18:00
[休] 毎月第2水曜日、年末年始

焼肉 飲食4,000円ごとに日南町特産品1品プレゼント
定食 ソフトドリンク1杯サービス（コーヒー、オレンジジュ
ース等）
※定食は1つの定食にワンドリンク

[住] 日野郡日南町下阿毘縁字山ノ神478 [電] 0859-87-0431
[営] 10:00〜21:00（LO20:00）全館
[休] 毎週火曜日（予約があれば営業します。ご相談ください。）

食 泊 ふるさと日南邑 ファームイン

湯 泊 休暇村奥大山

自然に包まれた日南邑。四季を通してレ
ジャーから合宿まで、ご利用いただける施
設です。

天然水湧くブナ原生林に囲まれた宿、ゆっ
くりとした時間の中でお過ごしください。

宿泊料金500円引き
レストランメニュー10%引き
[住] 日野郡日南町神戸上2962-1 [電] 0859-83-1188
[営] 9:00〜17:00（予約別）
[休] 冬期12/26〜1/4、1・2月のみ毎週火曜日休館

ご宿泊時にオリジナル天然水石鹸プレゼント（企画
宿泊プラン利用時対象外）
天然水浴場入浴大人200円引き（510円➡310円）
※1グループ5名様まで

[住] 日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1 [電] 0859-75-2300
[営] フロント営業時間7:00〜21:00（大浴場13:00〜20:00）
[休] 無休

買 食 道の駅奥大山

湯 泊 皆生グランドホテル天水

奥大山産そばや大山おこわをはじめ地元
のうまいもんがいっぱい!!よってごしない!!

白砂青松の弓ヶ浜、その海岸沿いに立つ当
館大浴場からは雄大な日本海を一望でき
ます。

レストランでの御食事代金5％oﬀ
※1グループ3名様まで

[住] 日野郡江府町佐川908-3 [電] 0859-75-3648
[営] 8:00〜19:00
[休] レストランのみ水曜日定休

滞在中1回、喫茶コーナーで
ドリンク20％引き
※1グループ5名様まで／他割引との併用不可

[住] 米子市皆生温泉4-18-45 [電] 0859-33-3531
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00

湯 泊 華水亭

泊 三井別館

白砂青松の弓ヶ浜、その海岸沿いに立つ当
館大浴場からは雄大な日本海を一望でき
ます。

大浴場は掛流しの天然温泉と旬の食材を
利用した会席料理で日々の疲れを癒して
下さい。

滞在中1回、喫茶コーナーで
ドリンク20％引き
※1グループ5名様まで／他割引との併用不可

[住] 米子市皆生温泉4-19-10 [電] 0859-33-0001
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00

皆生温泉オリジナル入浴剤プレゼント
※一泊二食のご宿泊1グループに1セット

[住] 米子市皆生温泉3丁目15-55 [電] 0859-22-4195
[営] チェックイン15:00、チェックアウト10:00

