１月 31日 日

令和３年

予算の上限に達した時点で終了いたします。

予約方法

宿泊施設によって異なりますので
直接施設へお問い合わせください。

対象施設

宿泊施設 32 施設
周遊クーポン利用施設約75 施設

宿泊プラン
利用者対象

まで

半額（最大 5,000 円割引）

総額100 万円相当の鳥取県特産品を
抽選で150 名様にプレゼント!!

※宿泊料金割引・周遊クーポンとも
連泊の場合は、お一人様１泊分に限らせていただきます。
周遊クーポンは、
チェックイン時に宿泊施設フロントで受け取れます。

下記施設に
「お得に泊まって応援！鳥取市宿泊キャンペーン」プランを直接ご予約ください。
※GoToトラベルと併用が可能な宿泊施設（プラン）があります。直接宿泊施設へお問い合わせください。

表示価格は割引前の価格です。
吉岡温泉町 他

あづまや旅館

鳥取市吉岡温泉町261

0857-57-0009

ゆっくりのんびり激熱プラン ………………………………………………10,000 円（税込）
ゆっくり、のんびり、吉岡の熱い温泉を満喫！旬の地元食材を使った会席料理を楽しむお得なプラン。

日本海の幸激熱プラン ………………………………………………………15,000 円（税込）
吉岡の温泉と、日本海の新鮮な魚介をメインとしたお得なプラン。

豪華 !! カニバンザイプラン …………………………………………………25,000 円（税込）
日本海の新鮮なカニを使用した豪華なプラン。

薬師湯

新生館

鳥取市吉岡温泉町753

0857-57-0221

個室でのんびり !! お食事てんこもりプラン ………………………………10,000 円（税込）
ゆっくりと水入らずでお食事をてんこもりおあがり下さい。

個室でのんびり !!
リフレッシュ＆リスタートプラン ………………………………………… 8,000 円（税込）
リーズナブルなプラン。一息ついて又明日から元気にスタート !!

個室でのんびり !!
「カニすき」または「和牛付会席」選べるプラン …………………………15,000 円（税込）
「カニスキ」、「和牛付き会席」を選んでいただくプラン。「カニすき」は漁解禁からプラン終了までの期間限定。

福田屋旅館

鳥取市吉岡温泉町 238

0857-57-0038

ぐるりチケット付スタンダード二食プラン ………………………………11,150 円（税込）
魚介類中心の会席料理。

ぐるりチケット付鳥取和牛ステーキプラン ………………………………13,900 円（税込）
鳥取和牛プラススタンダード会席料理。

ぐるりチケット付活松葉ガニ堪能プラン …………………………………22,150 円（税込）
活松葉ガニ鍋プラス会席料理。

北川旅館

鳥取市吉岡温泉町765

0857-57-0023

山陰名物冬の味覚の王様「松葉ガニ」と旬の食材をつかったお料理と源泉かけ流しの温泉を楽しんで頂けます。

心をこめた手づくりの味 旬の会席１泊２食プラン ………………………11,000 円（税込）
女将と板長の息子が心をこめて作ります。鳥取の海の幸山の幸をふんだんに使った全10品程の会席料理をご用意いたします。

鳥取和牛ステーキと土鍋でたくツヤツヤごはんの１泊２食プラン ………13,200 円（税込）
鳥取和牛ステーキと旬の食材のお料理、全 10 品程の会席料理をご用意いたします。土鍋でたいたごはんは格別です。

おかじま

鳥取のうまいもんプラン

鳥取市吉岡温泉町772

お手軽１泊２食付きプラン …………………………………………………11,000 円（税込）
鳥取和牛の陶板焼き、お造りをはじめ、地元の幸を使った日替わり会席と、貸切風呂でおくつろぎくださいませ。

スタンダード１泊２食付きプラン …………………………………………13,000 円（税込）
鳥取和牛の陶板焼き、お造り、茹でガニもしくは焼きガニを含む日替わり会席をお楽しみくださいませ。
１/１〜１/３は 15,000 円

カニ料理３品付き☆１泊２食付きプラン …………………………………18,000 円（税込）
カニ鍋、茹でガニ、焼きガニを含む夕食と貸切風呂でゆったり、のんびりと♪
朝食は体に優しい和食です。
※要予約 (３日前まで )
GoToトラベルキャンペーンと併用される場合は、じゃらんnetからご予約お願いいたします。

藤田旅館

鳥取市吉岡温泉町771

0857-57-0350

旬の食材を使った会食１泊２食付プラン …………………………………13,000 円（税込）
地物食材を使った夕食、朝食付１泊２食プラン。

体にやさしい和朝食１泊朝食付プラン …………………………………… 9,000 円（税込）
地物食材を使った朝食付プラン。

気軽にお泊まり素泊まりプラン …………………………………………… 7,000 円（税込）
お食事なしで旅の時間を有効に使える素泊まりプラン。

湯菜花

鳥取市吉岡温泉町632

090-2803-8571

お部屋おまかせ二食プラン …………………………………………………12,150 円（税込）
二段の弁当箱に入った刺身、和牛のしゃぶしゃぶ、揚物を中心に茶わんむし、魚料理等の夕食です。

お部屋おまかせ朝食付プラン ……………………………………………… 8,150 円（税込）
チェックインは、遅めの PM6 時より。21 時までにご到着下さい。

鳥取市吉岡温泉町140

活松葉ガニのフルコースです。

レーク大樹

鳥取市金沢6

0857-57-0301

漁火会席１泊２食付プラン …………………………………………………12,000 円（税込）
当館１番人気！日本海の幸、山の幸をふんだんに盛り込んだ「漁火会席」
。

まごころ会席１泊２食付プラン ……………………………………………10,000 円（税込）
新鮮魚介とゆでガニの「まごころ会席」
。
土曜、休前日＋2,000円。

0857-57-0046

……………………………………………………15,000 円（税込）

（一泊二食付）夕食に鳥取の和牛や旬の海の幸を提供。

松葉ガニカニコースプラン …………………………………………………30,000 円（税込）
（一泊二食付）11 月中旬〜

0857-57-0531

お部屋おまかせ松葉カニプラン ……………………………………………21,150 円（税込）

冬の鳥取★松葉ガニ★蟹を食べに山陰へ♪
温泉＆カニがあなたをお出迎え ……………………………………………22,000 円（税込）

温泉お宿

たから屋旅館

夕食に松葉ガニのコース料理を提供。

https://www.torican. jp/

市街地周辺

寿司・旅館

常天

鳥取市栄町230

0857-22-8038

ホテルナショナル本館・新館

鳥取市永楽温泉町159

0857-24-7511

カウンターで寿司を食べるプラン …………………………………………10,000 円（税込）

地元魅力再発見シングル 1 泊素泊まりプラン …………………………… 5,500 円（税込）

……………………………………………………10,000 円（税込）

地元魅力再発見ツイン 1 泊素泊まりプラン ……………………………… 5,500 円（税込）

二人前以上のお寿司。お吸物、茶碗蒸しなどでお腹いっぱいにどうぞ。

個室で魚たっぷりの夕食

刺身、煮魚、酢の物、茶碗蒸し、香の物

ご宿泊のお客様おひとりにつき、ミネラルウォーター (500ml 入 )１本プレゼント致します。

他。

ホテルレッシュ鳥取駅前

ご宿泊のお客様おひとりにつき、ミネラルウォーター (500ml 入 )１本プレゼント致します。

鳥取市栄町751

0857-29-1111

選べるドリンク付きシングルプラン ……………………………………… 6,000 円（税込）
４種類 ( ミネラルウォーター、緑茶、缶チューハイ、発泡酒 ) の中からお好きなドリンクをチョイスしてください。

選べるドリンク付きダブル・ツインプラン ……………………………… 6,000 円（税込）
４種類 ( ミネラルウォーター、緑茶、缶チューハイ、発泡酒 ) の中から
お好きなドリンクをチョイスしてください (２名様分 )。

地元の魅力再発見

鳥取市永楽温泉町556

0857-26-3311

……………………………………………… 6,000 円（税込）〜

素泊まり

１泊朝食付プラン …………………………………… 6,600 円（税込）〜

おひとり様ミネラルウォーター１本プレゼント。

地元の魅力再発見

鳥取市永楽温泉町556

0857-26-3311

素泊まり ………………………………… 3,500 円（税込）〜

ガウン付

おひとり様ミネラルウォーター１本プレゼント。

地元の魅力再発見

１泊朝食付プラン ……………………… 4,100 円（税込）〜

ガウン付

特典 おひとり様ミネラルウォーター１本プレゼント。
部屋によって料金が変わります。

観水庭こぜにや

鳥取市永楽温泉町651

0857-23-3311

鳥取応援！ (１泊２食 ) …………………………………………………………18,850 円（税込）
宿泊日、部屋タイプ、人数によって料金が変動します。

鳥取応援！ (１泊朝食 ) …………………………………………………………13,460 円（税込）
宿泊日、部屋タイプ、人数によって料金が変動します。

鳥取応援！ ( 素泊 ) ……………………………………………………………12,250 円（税込）
宿泊日、部屋タイプ、人数によって料金が変動します。

東横イン鳥取駅南口

鳥取市富安2-153-3

0857-36-1045

朝食無料プラン ……………………………………………………………… 4,800 円（税込）〜
朝食無料サービス。

映画見放題プラン …………………………………………………………… 5,300 円（税込）〜
200 本以上のコンテンツが見放題。

添い寝プラン ………………………………………………………………… 4,800 円（税込）〜
小学生以下のお子様が大人と同じベッドで添い寝する場合、お子様分の料金はかかりません。
※１つのベッドにお子様１名のみ。 ※中学生以上は不可
部屋によって料金が変わります。

しいたけ会館

対翠閣

鳥取市富安1丁目84

0857-24-8471

ヘルシーおいしい・きのこ御膳プラン ……………………………………12,000 円（税込）
名物の椎茸ステーキが付いたヘルシーなきのこ中心のお料理をご用意致します。

鳥取温泉と季節会席を満喫プラン …………………………………………12,000 円（税込）
旬の食材を盛り込んだ鳥取の「季節料理」と当館の鳥取温泉を満喫出来るお手頃な宿泊プラン。

鴻南閣

鳥取市富安1丁目148

地元三昧！！応援プラン

0857-23-3181

…………………………………………………… 8,000 円（税込）

地元人気食材「酒ノ津塩サバ」
「手づくりウインナーつくしんぼ」など、
地元食材を使った料理の提供。
（１泊２食付）

鳥取シティホテル
お得に泊まって応援宿泊プラン

鳥取市今町2丁目153

0857-23-1111

素泊まりプラン ……………………………………………………………… 8,000 円（税込）
正規料金＠11,000。

１泊朝食プラン ……………………………………………………………… 9,500 円（税込）

鳥取市戎町471

0857-27-6211

ダブル ………………………………… 5,000 円（税込）

ミネラルウォーター、女性客へアメニティプレゼント。

鳥取市永楽温泉町403

0857-20-0101

【１泊２食付】国産牛ヒレ肉の鉄板焼きプラン ……………………………18,000 円（税込）
夕食は、移動式の「ステーキワゴン」でシェフがお客様の目の前で調理する「鉄板焼きコース」をご提
供いたします。食欲をそそる香ばしい肉の香りと、
野菜など食材本来の美味しさを是非お楽しみください。

【１泊２食付】和洋折衷ミニコース＆温泉満喫プラン ……………………15,000 円（税込）
夕食は季節の和洋折衷ミニコースをご賞味ください。朝食は、ボリューム満点！和洋セットメニューをご
用意いたします。鳥取温泉の恵みを受けた大浴場「おしどりの湯」で癒しのひとときをお過ごしください。

【１泊朝食付】湯ったりとっとり温泉旅☆ …………………………………11,000 円（税込）
朝食は、
ボリューム満点！和洋セットメニューをご用意いたします。上質な温泉大浴場
「おしどりの湯」で、
寛ぎのひとときをお過ごしください。

丸茂

鳥取市永楽温泉町458

味覚のお宿

山田屋

鳥取市賀露町北1-5-36

0857-28-1004

松葉がに「因幡の贅〜ぜい〜」………………………………………………34,100 円（税込）
11 月 7 日〜 鳥取松葉がにのフルコース。かにすき、焼きかに、かに刺、かにみそ、小鉢、玉子雑炊
金・土曜日は 2,200 円 UP、年末年始は 3,300 円 UP。

「因州の極〜きわみ〜」 ………………………………………………………24,200 円（税込）
11 月 7 日〜 鳥取松葉がにと焼がに（本ずわいがに）のコース かにすき、焼かに、かに刺、かにみそ、小鉢、
玉子雑炊 金、土曜日は 2,200 円 UP 年末年始 3,300 円 UP。

タグ付松葉がに姿海席プラン ………………………………………………34,100 円（税込）
11 月 7 日〜 タグ付松葉がに姿一匹付プラン ゆで松葉がに、かに刺、かにみそ、焼きかに、かに天 等
金・土曜日 2,200 円 UP 年末年始 3,300 円 UP。
４名一室料金 ※各プラン、人数、曜日により、料金が変動致します。

まつむら旅館

鳥取市賀露町北3-27-28

0857-28-0714

松葉がにコース特別宿泊プラン ……………………………………………35,000 円（税込）
賀露港水揚げの松葉がにを使ったかに料理で、１泊２食付。
（かにすき、焼きがに、かに刺し、ゆで松葉
がに、かにみそ、雑すい、もさえびのお造り）11 月７日以降適用。
（年末年始除く）

汐見亭

鳥取市賀露町北3-27-28

0857-28-0714

松葉がにコース特別宿泊プラン ……………………………………………35,000 円（税込）
賀露港水揚げの松葉がにを使ったかに料理で、１泊２食付。
（かにすき、焼きがに、かに刺し、ゆで松葉
がに、かにみそ、雑すい、もさえびのお造り）11 月７日以降適用。
（年末年始除く）

気高町

浜村温泉

魚と屋

鳥取市気高町勝見682-65

0857-82-2400

山陰美食プラン ………………………………………………………………15,770 円（税込）
季節の魚介類を中心に、和牛ステーキが加わった当館自慢の豪華コース。

蟹会席プラン（１泊２食）………………………………………………………19,070 円（税込）
ズワイ蟹を充分に味わうコース。（茹で姿カニ・塩釜・蟹スキ・天婦羅 等）

松葉蟹満喫プラン（１泊２食）…………………………………………………22,700 円（税込）
冬の味覚松葉蟹を満喫できるフルコース。（甲羅焼き・刺身・塩釜・蟹すき・天婦羅・茹で姿カニ 等）

貝殻節の里

旅風庵

鳥取市気高町勝見696-1

0857-82-0531

松葉蟹をご堪能下さい。

シングル ……………………………… 4,000 円（税込）

ホテルモナーク鳥取

賀露町

松葉蟹プラン（１泊２食）………………………………………………………24,350 円（税込）

ミネラルウォーター、女性客へアメニティプレゼント。

お得に泊まって応援宿泊プラン

0857-23-1311

一泊二食プラン ………………………………………………………………16,500 円（税込）〜
特典・ミネラルウォーター大人一人につき１本・女性アメニティ（クレンジング、ローション、洗顔）子供は対象外。

一泊朝食プラン ……………………………………………………………… 8,250 円（税込）〜
ミネラルウォーター大人１人につき１本。

一泊素泊まりプラン ………………………………………………………… 7,150 円（税込）〜
特典 ミネラルウォーター大人１人につき１本。
休前日は料金が変わります。

白兎会館

ホテルニューオータニ鳥取

夕食は和・洋・中いずれかよりお選び頂けます。（和食のみ当面の間、金・土曜のみの営業です。）

ビーハイブ（カプセルホテル）

特典

朝食＋厳選高級夕食付プラン（和食）………………………………………16,000 円（税込）

１泊２食プラン ………………………………………………………………14,000 円（税込）

12月31日まで休館

温泉旅館

0857-27-8111

正規料金＠12,300。

部屋と人数によって料金が変わります。

特典

鳥取市東品治町102

板長が厳選した高級食材をふんだんに使用した今しか味わえない会席料理付。

おひとり様ミネラルウォーター１本プレゼント。

地元の魅力再発見

ザ

鳥取ワシントンホテルプラザ

料理長が厳選した高級食材をふんだんに使用した今しか味わえない中華フルコース付。

バードステイホテル

特典

ご宿泊のお客様おひとりにつき、ミネラルウォーター (500ml 入 )１本プレゼント致します。

朝食＋厳選高級夕食付プラン（中華）………………………………………16,000 円（税込）

12月31日まで休館

特典

地元魅力再発見トリプル 1 泊素泊まりプラン …………………………… 4,900 円（税込）

地魚会席プラン（１泊２食）……………………………………………………10,150 円（税込）
日本海の食材会席プラン。

日本海の幸舟盛りプラン（１泊２食）…………………………………………11,150 円（税込）
日本海の地魚を舟盛りで。
休前日予約2,200円UP。

鹿野町

お宿

夢彦

鳥取市鹿野町今市8

0120-610417

夢彦会席プラン（１泊２食）……………………………………………………19,950 円（税込）
お造り、陶板焼き、ふた物、揚げ物、魚の煮付（又は焼物）など約 11 種の皿数をご用意する最も基本的なプランです。

鳥取和牛プラン（１泊２食）……………………………………………………25,450 円（税込）
鳥取県産、黒毛和牛のステーキをご用意するプランです。

かにづくしプラン（１泊２食）…………………………………………………30,950 円（税込）
焼きがに、かにすき、かにの天ぷらなど色々な料理法でのかに料理を味わっていただけるプラン。

国民宿舎

山紫苑

鳥取市鹿野町今市972-1

0857-84-2211

冬の味覚満喫プラン（１泊２食）………………………………………………22,850 円（税込）
山陰の冬の定番ズワイガニをご賞味下さい。（２名様以上）新館トイレ付。（本館トイレなしは−1,050 円）

鳥取和牛味わいプラン（１泊２食）……………………………………………14,050 円（税込）
絶品鳥取和牛「万葉牛」をご賞味下さい。新館トイレ付。（本館トイレなしは−1,050 円）

初めての山紫苑プラン（１泊２食）……………………………………………11,850 円（税込）
季節の会席「風コース」初めての方にお薦めの会席プランです。新館トイレ付。（本館トイレなしは−1,050 円）
年末年始（12/29〜１/３）は除きます。

青谷町
鳥取市末広温泉町556

0857-23-1021

お得に泊まって応援！いろどりプラン ……………………………………11,800 円（税込）
１泊２食付プラン〈ワンドリンクサービス〉別途入湯税 150 円 休前日・繁忙期 400 〜 1,500 円料金アップ。

お得に泊まって応援！風紋プラン …………………………………………14,500 円（税込）

カフェ

デルマー

鳥取市青谷町井手271-1

0857-85-1102

お得に泊まって応援！朝・夕食ディナーコース付プラン ………………10,000 円（税込）
１泊２名様以上４名様まで。スープ＋小ぶり焼きカレー＋てりやきチキン＋エビフライ＋スイーツセット付。

１泊２食付プラン〈ワンドリンクサービス〉別途入湯税 150 円 休前日・繁忙期 400 〜 1,500 円料金アップ。

※休前日、年末年始は料金が変わる場合があります。

